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1. 研究の背景と目的 
1.1. 本研究の背景 
 2000 年代以降の経済失速の深刻化に対応した成果主義の導入と人員削減は，社員全

体の，特にマネージャーや指導員役の社員の多忙化を生み，若手人材への指導機会を著

しく減少させている（中原・金井, 2009）。そして，環境変化の加速化に合わせ人材の

早期育成が求められ，社員は失敗を通して学ぶ機会が減少している（松尾, 2006）。 
 また，Edmondson（2012）は，かつてない早さで知識が進歩し，国際競争が激化し

ている現代では，個人も部門も孤立した状態では有意義な結果を生むことはできず，部

門や専門の境界を超えた流動的な集団の中で学習しながら実行する，協調的な「チーミ

ング」が必要であることを指摘している。 
 Engeström（2004）もまた，現代の仕事の性質変化によって，クライアントとパー

トナーシップを築き，継続的に対話を重ね，変化していくニーズに対応していく，協働

構成的な仕事の必要性を指摘している。その典型例として，メディカルケアを挙げ，患

者のニーズや複数の病気に対処するためには，限られた医療者が治療にあたることで解

決されるということではなく，複数の医療者が患者を含めて対話をし，相互に学び合い

ながら治療を進めていく必要があるとしている。 
 医療の現場においても，超高齢社会の到来からもたらされた医療福祉ニーズの増大に

よる医療福祉従事者不足と偏在，医療福祉サービスの高度化と複雑化による現場の疲弊

といった課題に対し，より良い医療を提供するため，「IPW（Interprofessional Work：
専門職連携）」と言われる，患者・クライエント中心の理念のもとに，医療専門職者の

フラットな協働を基盤として，医療専門職者同士が連携しチームで取り組むことが不可

欠とされている（田村, 2012）。 
 こうした連携の中ではまた，「複数の領域の専門職者が連携およびケアの質を改善す

るために，同じ場所で共に学び，お互いから学び合いながら，お互いのことを学ぶ」と

いう，IPE（Interprofessional education: 専門職連携教育）が求められ，専門職者同

士の連携による能力の獲得が目指されている（埼玉県立大学, 2009）。また，専門職者

との連携は，医療を円滑におこなうために求められているだけでなく，連携による各専

門職者自身の能力獲得が期待されている（埼玉県立大学, 2009）。 
 このように今日，仕事の現場でのより効果的・効率的な人材育成や，目的達成のため

に連携の必要性が高まり，それらを可能とする仕事現場における学習のプロセスの解明

が求められている。 
 従来，経営学分野において，学習研究は，企業の長期的な成長や衰退に焦点を当てた

「組織学習」を中心に行われてきた（松尾・松本, 2014）。組織学習研究は，組織の中
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長期にわたる環境適応を目的とした組織レベルの学習を対象とし，組織全体へのルーチ

ンの生成や変革を取り扱う分野として発展した（安藤, 2001）。 
 こうした研究の中では，組織自体の変容に焦点が当たっており，個人がどのように組

織での仕事経験から学習しているか，あるいは，個人が他者との関係性においてどのよ

うに学習しているかという側面は十分に検討されてきたとは言えない。山口（2006）
は，組織コミュニケーション学の視点から，組織においての対人過程に，「組織の影響」

や「組織間の相互作用」を考慮に入れた研究が少ないと指摘している。山本（2011）
もまた，組織論や異文化コミュニケーション及び組織コミュニケーションにおいて，組

織の中の対人過程という観点からのコミュニケーション研究は，ほとんどなされてこな

かったと述べ，組織の文脈上で起きている文化的背景の異なる個人間の相互作用という

観点を強調し，組織の中の対人過程としての異文化コミュニケーションの実証研究の必

要性を指摘している。 
 また，Esterby-Smith et al.（2000）や中原（2010）は，組織という単位ではなく，

よりミクロな単位である，職場において学習が生じるプロセスを明らかにすべきだと指

摘しており，より小さな社会関係である職場や集団といった仕事の現場に焦点を当て，

仕事現場での経験や，他者との連携による個人の学習メカニズムが解明される必要があ

るだろう。 
 こうした背景のもとに，経験による個人の能力形成や熟達，職場・集団における他者

との相互作用による学習，専門性や職場を越境することによる学習が重要視されはじめ

ている。例えば，「業務での経験からどのように実践的知識・スキル・信念が獲得され，

熟達していくのか。」（松尾, 2006, 2013; 谷口, 2006），「職場においてメンバーがどのよ

うに関わり合いながら学習しているのか」（中原, 2010, 2012; 鈴木, 2013），「医療者が

職種や職場を越えた連携によってどのように学習しているのか」（松尾・岡本, 2013; 松
尾他, 2014）というテーマについて，様々な観点から個人や職場・集団レベルの学習の

分析が少しずつ重ねられている。これらの研究は本研究と意識を同じくし，大きな示唆

が与えられるが，こうした研究が十分に蓄積されているとは言えない。 
 
1.2. 本研究の目的 
 本研究の目的は，こうした先行研究での知見をもとに，仕事現場における他者との連

携による個人の学習プロセスを解明することである。 
 本研究では，医療専門職の一つである救急救命士を対象として，個人が仕事の現場で

の他者との連携によってどのように学習しているかについて，実証的に明らかにしてい

くが，ただ救急救命士や他の医療専門職者の養成に貢献するための知見を得るためのも
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のではない。救急救命士は，様々な仕事現場での多様な専門職者との連携から学んでい

る職種であるため，その職種での連携による学習プロセスを明らかにすることで，他の

職種や，組織での学習を検討するための貢献となると考える。 
 
1.3. 本研究の構成 
 本研究は，全 6 章より構成されている。 
 まず本章では，本研究の問題意識となる研究の背景および研究の目的について述べた。 
 続く第 2 章では，仕事現場における学習に関わる先行研究のレビューを行う。同時に

研究に関わる概念を整理する。そして研究の現状を検討し，残されている研究課題を明

らかにする。 
 第 3 章では，先行研究のレビューを通じて発見された研究課題に対してリサーチ・ク

エスチョンを設定し，リサーチ・クエスチョンにアプローチするための分析モデルを提

示する。そして分析モデルにそって研究を進めるための研究方法について述べる。 
 第 4 章では，質問紙調査という量的データを分析することによって，連携と能力獲得

の関係性について検討する。そして，救急救命士が連携からどのような能力を身につけ

ているかについて明らかにする。  
 第 5 章では，第 4 章で明らかにした連携と能力獲得の関係性をもとにして，自由記述

およびインタビュー調査といった質的データを分析し，連携をリソースとした学習の具

体的なプロセスを明らかにする。 
 第 6 章では，結論として，定量的研究および定性的研究によって明らかとなった事実

を整理し，本研究の理論的・実践的インプリケーションを示すとともに，残された課題

と今後の展開を述べる。 
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2. 先行研究のレビューと残されている課題 
 本章は，仕事現場における学習を検討している先行研究についてレビューを行う。ま

ず，第 1 節において，レビューする先行研究の枠組みを述べる。そして，その枠組みに

そって，本研究で用いる主要な概念を整理する（第 2 節）。続いて，学習のリソースに

関わる議論としての経験学習研究（第 3 節），学習の場およびリソースに関わる議論と

しての状況的学習研究（第 4 節），水平的学習研究（第 5 節），学習の成果に関する議論

としての熟達研究（第 6 節），能力研究（第 7 節）を検討していく。第 8 節では，先行

研究の整理によって，残されている課題を明らかにする。 
 
2.1. レビューする先行研究の枠組み 
 以下にレビューする先行研究の枠組みについて述べる。 
 本研究では，仕事現場は学習の場であり，仕事現場での他者との連携を含んだ様々な

経験を学習のリソースと捉え，その結果獲得される知識やスキルを学習の成果として捉

える。学習の場であるさまざまな仕事現場において，どのように学習のリソースとなる

個人の経験やメンバーとの連携が作用し，その結果個人が学習の成果としてどのような

知識やスキルを獲得しているか，そして新しく獲得した知識やスキルが，どのような新

たな仕事現場での経験や連携につながっているのかについて検討している研究を対象

としていく（図 1）。 
 なお，本研究では，組織学習研究が対象としてきた組織や職場，集団自体のルーチン

の生成や変革は対象から除き，個人の学習に焦点を当てる。 
 

図 1 レビューする先行研究の枠組み 

 

 
 また図 1 では，学習のリソースが，経験と連携に分かれているが，もちろん連携は，

他者と関わる経験であるため，経験に包括される。しかしながら，本章では，連携をリ

ソースとした研究の蓄積を検討するため，個人で完結する経験と，他者と対面で関わる

経験である連携とに，操作的に定義し分けている。 

学習の場(仕事現場) 

 

学習のリソース   
(経験)(連携)   

学習の成果   
(能力)   
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 本研究が対象とする，仕事現場における学習に関わる先行研究として，経験学習研究，

状況的学習研究，水平的学習研究，熟達研究，能力研究を挙げることができる。これら

の研究は，本研究での学習の場，学習のリソース，学習の成果という枠組みをもとに以

下のように整理できる。 
 経験が学習のリソースであり，その成果が個人に蓄積していくという議論は，経験学

習研究が対象としてきた（例えばDewey, 1938; Schön, 1983など）。経験学習研究では，

図 1 において，学習の成果から学習の場への矢印で示されるように，学習の成果として

獲得した能力がレディネス（準備性）となり，新たな学習の場での学習のリソースにつ

ながり，さらに学習が高度化していくという議論も行われている（Bruner, 1960; 
Harden and Stamper, 1999）。 
 また，その個人が属するコミュニティを学習の場として設定し，コミュニティ内のメ

ンバー間の相互作用を学習のリソースとして捉えるのが状況的学習研究である（例えば

Lave and Wenger, 1991 など）。図 1 において，学習の場と学習のリソースが不可分の

ものとして，点線でそれらの境界が示されている理由は，この状況的学習論での議論や，

後に触れる Jarvis（1987）の状況の重要性を指摘した学習プロセスモデルを反映させ

たものである。 
 そして，状況的学習論を発展させ，個人が通常属するコミュニティから，異なったル

ーチンを持つコミュニティに越境し，そうした学習の場でのメンバー間の相互作用を通

した学習を対象とするのが水平的学習研究である（例えば Engeström, 1997 など）。 
 さらに，こうした経験やメンバー間の相互作用を積み重ねて能力を獲得していくこと

を対象としているのが熟達研究であり（McCall, 1988; McCauley et al., 1994），その

学習の成果として獲得された知識やスキルの内実を対象とするのが能力研究である

（Katz, 1955; 楠見, 2012 など）。 
 本章では，以上の各研究の基礎となっている経験学習研究から，状況的学習研究，水

平的学習研究，熟達研究，能力研究の順にレビューし，各研究領域が対象としている範

囲や特徴を捉え，仕事現場での学習を検討する上での枠組みを整理することで，研究課

題を明らかにしていく。 
 なお，これらの研究領域は，各々の学問領域の中で蓄積されてきたものであるため，

厳密には本研究での学習の場，学習のリソース，学習の成果といった枠組みの範囲内に

収まるものではないが，大きく重なる部分をもつ。そのため，各研究領域を検討する節

のタイトルを，「学習のリソースに関わる議論: 経験学習研究」，「学習の場およびリソ

ースに関わる議論: 状況的学習研究」，「学習の場およびリソースに関わる議論: 水平的

学習研究」「学習の成果に関する議論: 熟達研究」，「学習の成果に関する議論: 能力研究」
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としている。 
 
2.2. 本研究で用いる主要な概念の整理 
 続いて，本研究で用いる主要な概念について整理し，以下のように定義する。定義づ

けを行う概念は，学習の場に関わる概念である「仕事現場」，学習のリソースに関わる

「経験」，「連携」，学習の成果に関わる概念である「学習」，「能力」の 5 つである。 
 

 2.2.1. 学習の場に関わる概念 

 学習の場に関わる概念である「仕事現場」とは，「目標・方針を共有し，業務を遂行

する上での責任と実質的な相互作用をもつ人々が働いている場」とする。「仕事現場」

は，働く場所という空間のみでなく，その空間での相互作用を生む人間関係も含んでい

る。また，「仕事現場」は，職場での「部」や「課」といった自身が通常所属している

組織と一致する場合もあるが，業務上での必要に応じて，通常属している組織や，自身

の専門性を越える場合もある。 
 本研究において，「仕事現場」という耳慣れない概念を使用する理由は，従来から検

討されてきた「組織」，「部門」，「職場」，「集団」，「チーム」といった用語では，今日の

多様な働く場を包括的に捉えることができないと考えるためである。 
 たとえば，Engeström（2008）は，今日のすばやく変化していくニーズに機動性と

柔軟性をもって応えるためには，固定されたチーム（伝統的なチーム）や，組織や専門

性の境界を横断して，相互行為の「ノット」（結び目）を紡ぎ出し，ほどき，ふたたび

紡ぎ出していく人と人との新たなつながりを創発していくことが求められていると指

摘し，「ノットワーキング（knot working: 結び目づくり）」という新しい協働の形態に

ついて提言している。 
 また，Edmondson（2012）は，チリのサン・ホセ鉱山落盤事故での救出プロジェク

トを検討し，大規模災害や，スペースシャトルの打ち上げ，膨大な予算を投じた映画製

作，巨大土木建築プロジェクトといった，複雑で先の見えない仕事で求められるのは，

トップダウンの指揮系統アプローチのもとにある，境界のある固定された集団である

「チーム」ではなく，目的達成とともに解散する流動的な集団での協調的な「チーミン

グ」が必要とされることを指摘している。かつてない早さで知識が進歩し国際競争が激

化している現代では，個人も部門も孤立した状態では有意義な結果を生むことはできず，

専門化と国際競争へ対応し，人々や部門や専門化の境界を超える必要性があることを指

摘している。 
 このように，今日の働く場は，流動的な集団も含み多様化している。そのため，一般
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的に固定化されたものとして認識されている「組織」，「部門」，「職場」，「集団」，「チー

ム」という用語では検討対象が限定されてしまう。本研究では，通常所属している組織

での学習のみでなく，ノットワーキングやチーミングで示されるような，流動的で多様

な連携での，自身の専門性を越えたところでの相互作用による学習を検討するため，流

動的で多様な連携によって働いているさまざまな仕事の場を包括的に捉えた「仕事現場」

という語を用いる。 
 そのため，本研究では，こうした「仕事現場」を，連携範囲と，連携対象によって分

類し検討する。連携範囲については，組織でのやり方や文脈，ルーチンを把握している

組織，つまり，通常自身が属している組織であるか，あるいは組織でのやり方や文脈，

ルーチンを把握していない組織，つまり通常自身が属していない組織かどうかであり，

連携対象については，ホワイトカラーの現場でよく見られる，自らと同じ職能を持つ「同

職種」とであるか，あるいは医療現場でよく見られる，自らとは他の専門性を持つ「他

職種」とであるかによって，以下の 4 つ形態に分類することができる（表 1）。 
  

表 1 仕事現場の類型 

 

 
 すなわち，自職種と同じ職種と，通常属している組織内で業務を行う「組織内同職種」，

通常属していない組織で業務を行う「組織間同職種」，自らとは専門性の違う他の職種

と，通常属している組織内で業務を行う「組織内多職種連携」，通常属していない組織

で業務を行う「組織間多職種」である。本研究では，以上の分類をもとに，異なる 4
つの仕事現場，つまり異なる 4 つの学習の場においての学習のリソースや学習の成果を

検討していく。 
 なお，「組織内同職種」および「組織間同職種」は，「多職種連携」と表現を対応させ

語を設定した場合，厳密にはそれぞれ「組織内単職種」，「組織間単職種」となる。しか

し，本研究では，一般的な用語ではないため，「単職種連携」という表現を採用しない。 
 実際の仕事現場は，以上の 4 形態に明確に分類できるものではないが，整理し検討す

るため操作的に分類を行う。その理由は，文脈ややり方といったルーチンが異なる組織

を越えての連携や，専門性が異なる他職種との連携においては，同職種との組織内での

通常属する組織   
通常属していない

組織   

同職種   組織内同職種   組織間同職種   

他職種   組織内多職種   組織間多職種   

連携対象   

連携範囲   
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連携とは異なった連携による相互作用が生まれ，獲得される能力も異なることが予想さ

れるためである。 
 こうした分類によって，組織内でのルーチンや職種を超えることの意義を検討する上

で，Harrison and Klein（2007）による相違の議論や，Edmondson（2012）による境

界の議論は大きな示唆を与える。 
 Harrison and Klein（2007）は，「相違を，一般的な属性 X に関して，統一体のメン

バー間になる違いの分布」と定義している。彼らは，メンバーが一つの属性について異

なっているときに，チームに相違があると考え，分離・格差・多様性という 3 つのグル

ープに分類した。 
 そして，Edmondson（2012）は，Harrison and Klein（2007）の 3 つの分類をもと

に，複雑な組織には，物理的な距離，地位，知識の 3 つの境界があることを指摘した。 
 物理的な距離とは，分離による相違であり，異なるタイムゾーンや場所に関する違い

である。地位とは，格差による相違であり，特定の属性が持つ社会的価値に従って人々

を順位付けるものである。人々は仕事をやり遂げるために集まるが，地位の違いに直面

する。知識は，多様性による相違であり，経験や知識，専門知識，教育の違いである。

組織には，こうした 3 つの境界のうちの複数が存在する場合もある。 
 Edmondson（2012）は，こうした 3 つの境界と，それへの対応を以下のようにまと

めている（表 2）。 
 

表 2  Edmondson による 3 つの境界 

 
注: Edmondson (2012) を一部改変 

 
 Edmondson（2012）は，知識に基づく境界が存在する二つの重要な原因として，組

織と職業を挙げている。組織が原因となる境界は，異なる企業，あるいは同じ組織内の

異なる部門で働く人がともに仕事をする場合に存在し，職業が原因となる境界は，組織

内および組織間の，専門分野における違いによって生み出されるとしている。そして，

境界のタイプ   物理的な距離   地位   知識に基づくもの   

原因   
地理的に分散され
ている   

ピラミッド型組織   
多様な組織による
協働   

さまざまな専門家
による協働   

チームの構成   
地理的に分散され
たチームメンバー   

さまざまな権力や
地位の人々   

異なる企業の人々
あるいは同じ企業
の異な る 部 署 の

人々   

教育上あるいは職
務上の多様なスキ
ルと専門知識を持

つ人々   

チームにとって
のチャレンジ   

誤解。意思の疎通
が図れない。協調
できない   

権力に対する服従
という社会規範   

組織の目標や価値
観から生じた当た
り前になっている

思い込みによる対
立。動機の対立   

専門知識をもとに
したサブグループ
に対するチームメ
ンバーの忠実さ   



仕事現場における連携と学習 
: 救急救命士を対象とした実証研究 

 13

職業と組織の両方の境界が混同される場合は，チャレンジがいっそう厳しくなることが

示されている。 
 また，このように境界を超えてチーミングの障害を克服することで，個人には貴重な

学びが，組織には重要な競争優位がもたらされるとしている。あらゆる種類の境界を超

えてチーミングを行うことにより，チームメンバーは，他分野の知識を増やし，他地域

の組織にいる仲間との間にネットワークを広げ，境界をつなぐスキルを高めることがで

きる可能性があると指摘している。 
 以上のように Edmondson（2012）が，知識にもとづくチームの構成として分類して

いる「異なる企業の人々あるいは同じ企業の異なる部署の人々」は，筆者が分類する「組

織間同職種」の仕事現場での連携と符合し，「教育上あるいは職務上の多様なスキルと

専門知識を持つ人々」は，「組織内多職種」の仕事現場での連携と符合すると言うこと

ができる。また，「組織間多職種」の仕事現場での連携は，その両方の特徴が重複して

いるものである。そのため，筆者の分類は，Edmondson の言う，境界が存在しつつ協

働が行われているチームの構成を，連携の対象と範囲から捉えなおし，整理したもので

あると言える。 
 

 2.2.2. 学習のリソースに関わる概念 

 「経験」とは，「個人と外部環境との相互作用」（Dewey, 1938）である。Dewey によ

ると，経験による学習は 2 つの原理をもつとされている。それは，自身の先行する経験

が後続する経験に影響を与える垂直的な次元の「連続性の原理」と，他者も含んだ自身

が生きる社会環境との水平的な次元の「相互作用の原理」である。Dewey は，連続性

と相互作用のもとで，絶えず経験を省察し再構成していくことに真実の教育があると強

調した。この Dewey の経験による学習の 2 つの原理の議論に寄り添えば，連携は経験

に含まれる。そのため，本研究では連携も経験の一部として捉え，経験学習の枠組みに

のもとで検討を進めている。 
 なお，経験には，個人の身体を通して事象に関与する直接経験と，映像や言語を通し

て事象に関与する間接経験とに区別されるが（辰野他, 1986），本研究では仕事現場で

の直接経験を重視する。本研究で対象とする連携もまた，対面によるものであるため，

直接経験である。 
 さらに，経験によって学習した成果は経験には含まず，経験と，知識・スキルといっ

た獲得された能力は概念的に区別して扱う（Dokko, 2009）。経験は，あくまで学習の

リソースとして捉える。 
 「連携」とは，「業務を遂行する上での対面での他者との関わり」とする。仕事現場
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においては，同職種の先輩・同期・後輩や，他の専門性を持つ他職種，通常属していな

い他組織の同職種や他職種との協力や協働，観察や模倣，指導や支援，相談，議論，情

報交換等，さまざまな連携が行われ，相互作用が生まれる。医療専門職の領域では，協

働（collaboration）は，問題解決やサービス提供提供のために一緒に働くことであり，

それは，しばしば異なった背景を持つ人々の間の積極的で，前向きな協力関係とされて

いる（Barr et al., 2005）。こうした相互作用を生む連携は，十分に学習を生むリソース

として捉えることができる。 
 

 2.2.3. 学習の成果に関わる概念 

 「学習」とは，「経験を通して，知識・スキルといった能力が向上し，比較的永続的

に変化すること」とする。心理学では，伝統的に学習を「中枢神経系を媒介した，経験

による比較的永続的な行動の変容」（川合, 2010）と定義してきた。こうした伝統的な

学習の定義では，行動変容を指しており，知識やスキル獲得，認識変容の意味はほとん

ど含まれていなかった（川合, 2010）。しかし近年では，学習の認知メカニズムや社会

的文脈の重要性に注目されることで，周囲の世界とかかわり，種々の経験を重ね，認識

や行動の形を変容させていく過程が広く学習として捉えられるようになっている（浜田, 
2010）。本研究においてもこのように学習を広範囲で捉える。 
 また，学習は中立的な概念であるため，良い学習もあれば悪い学習もある。しかし，

本研究では，新しい知識やスキル，態度を獲得するような良い学習を学習として検討す

る。そのため本研究では，「学習」を，能力獲得や能力向上とほぼ同じ意味として用い

ている。 
 「能力」とは，「学習の成果として獲得した知識・スキル・態度」として捉える。知

識やスキルは，Anderson（1983）の「宣言的知識（declarative knowledge）」と「手

続的知識（procedural knowledge）」の区分に基づけば，言語化しやすい事実としての

知識は「知識」であり，言語化しにくいやり方に関する知識あるいはやり方を体現でき

る知識は「スキル」である。知識・スキル・態度は，以上のように操作的に区分できる

が，本研究では学習の成果として得られる知識・スキル・態度などを包括的に「能力」

として捉える。 
 本研究では以上のように概念を定義し検討していく。 
 
2.3. 学習のリソースに関わる議論: 経験学習研究 
 それでは，まず，仕事現場における学習に関わる諸研究領域のもととなっており，学

習のリソースに関わる経験学習研究から検討していく。 
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 マネージャーの能力開発機会の 7 割が，職務上の直接経験に規定されていると言われ

ているように（Lombardo and Eichinger, 2010），経験による学習は，仕事現場におけ

る学習研究において重要な領域として捉えられる。以下では，経験学習研究が対象とし

てきた，経験学習論，経験学習プロセス，経験と能力獲得の関係性，レディネス（既得

の能力）と学習の高度化について検討する。 
 

 2.3.1. 経験学習論 

 経験による学習という概念は Dewey（1938）によって提唱された。Dewey は「真実

の教育はすべて，経験を通して生じる」と主張した。学校で教わることと実践で役にた

つことが大きく乖離しており，教育の重心が子どもという学習者ではなく教授者に置か

れている「旧教育」を批判し，学習者自らが主体的に経験し学ぶ教育を志向した。 
 すでに触れたとおり，Dewey は，経験による学習は，自身の先行する経験が後続す

る経験に影響を与える垂直的な次元の「連続性の原理」と，他者も含んだ自身が生きる

社会環境との水平的な次元の「相互作用の原理」の 2 つの原理をもつと指摘した。 
 こうした経験の「連続性の原理」の概念を発展させ，専門職者の経験を通した知識獲

得や刷新の方法について，「省察（reflection）」というアイデアを提供したのが Schön
（1983）である。Schön は，現代の不確実で不安定な日々の実務の現場で専門性を発

揮する実践者としての専門職者を論じた。 
 現代の企業，教育機関，医療現場では，すでに体系化された知識やスキルを適応すれ

ば解決するような単純な状況は少なく，刻一刻と変化していく現場の状況を瞬時に読み

解き，束の間の理論を構築し，即興的にクライアントの抱える課題に対処していくこと

が求められるとしている。 
 このような，不確定で不規則な状況におかれている専門職者は，タスクを遂行するた

めに自らの能力を状況に応じて使いこなし，省察によって思考や行動のパターンを変革，

刷新していける者，すなわち省察的実践家（reflective practitioner）でなくてはならな

いとした。また，こうした専門職者たちは，実践での経験で常に自らの行動や影響を省

察していること（reflection-in-action），実践によってそれらを理解し把握しているこ

と（knowing-in-action）を明らかにした。 
 Schön は，建築デザイナー，精神療法家，自然科学者，都市プランナー，企業のマネ

ージャーなどの専門職業従事者を対象に以上を明らかにしたが，医療専門職の成長でも

省察が注目され（木塚 , 2012），看護職に関してはとくに重要視されている

（Bulman ,1994; 東, 2009.）。 
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 2.3.2. 経験学習のプロセスモデル 

 経験を省察によって変換し，知識を創造するプロセスをモデル化し，実務での応用に

広めたのは，Kolb（1984）である。Kolb は，Lewin（1946）が示した，行動（action），
研究（research），訓練（training）の発想をもとに，経験学習のプロセスを検討し，4
つのサイクルを持つ経験学習モデルを提唱した（図 2）。 
 このモデルは，経験学習には，経験（Concrete Experience）に対し，省察 （Reflective 
Observation）を行い，概念化（Abstract Conceptualization）によって教訓を得て，

再度実践（Active Experimentation）に取り組むというプロセスがあることを示してい

る。Kolb は，学習を「経験を変換することを通して知識を創造するプロセス」として

捉え，経験を解釈してそこからどのような法則や教訓を得たかを重要視し，経験学習サ

イクルを継続させる必要性を主張した。 
 

図 2 Kolb による Lewin の経験学習モデル 

 
注: Kolb (1984) をもとに作図 

 
 以上見てきたように，Schön や Kolb は，Dewey の言う経験の垂直的な次元である「連

続性の原理」に注目し検討を進めていることにその特徴がある。しかしながら，Kolb
のモデルは個人の経験の連続性に焦点化されているため，個人と他者や環境との相互作

用についての配慮はなされていない。 
 Jarvis（1987）は，このような Kolb のモデルでの外部環境の検討不足を指摘し，状

況の重要性を加えた学習プロセスモデルを提唱している（図 3）。 
 Jarvis のモデルの特徴として，まず，その人の状況から経験が生じるという視点を明

示的に取り入れていること（2 状況と 3 経験が一体），そして，経験によっては学習へ

と連結しない経験があること（1→2•3→4 をたどる経路）が挙げられる。 
 この Jarvis のモデルを援用することによって，Dewey のいう個人の経験と省察によ

る「連続性」と，環境と個人の「相互作用」といった，経験の両原理を含み，より深く
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（具体的な経験） 
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経験による学習を検討することができる。その人がおかれた状況とは，仕事現場での他

者との関わりであると捉えることができる。また，状況と経験が不可分のものとして挙

げられており，プロセスによっては学習へと結びつかない場合もあることが指摘されて

いる。そのため，Jarvis のモデルは本研究に大きな示唆を与えるものである。 
 

図 3 Jarvis による学習過程のモデル 

 
注: Jarvis (1987) p.25 を引用，翻訳は山田（1995）による 

 
 また，Mezirow（2000）は，省察による学習をさらに発展させ，学習を，「新たなあ

るいは改められた経験の意味の解釈を将来の行動の指針とするために，以前の解釈を利

用するプロセス」として捉え，批判的省察（critical reflection）によって，自己の思考

や行為を束縛している解釈・認識の準拠枠（frame of reference）を再構築させていく，

変容的学習（transformative Learning）という概念を提唱した。人間は子どもの頃か

ら準拠枠となるパースペクティブを獲得しているが，成人になるとその前提を問い直す

契機が生じる。その際に批判的省察によって，パースペクティブ自体の変容を起こして

いくことが示されている。そして，Cranton（1992）は，Mezirow の変容的学習を以

下のようにモデル化している（図 4）。 
 この Cranton による Mezirow の意識変容の学習プロセスモデルでは，パースペクテ

ィブである前提を問い直す上で，「まわりの人」，「でき事」，「背景の変化」が重要な要

素として示されている。前提の問い直しのきっかけとなる，「でき事」は本研究での経

験として，「まわりの人」は，本研究での仕事現場での連携として捉えることができる。 
 また，パースペクティブの再構築では，知識やスキルとともに信念といった価値観を

変容させていくことにも焦点が当てられており，現場における専門職者の信念形成のプ

ロセスを検討する上で非常に有効な視点と捉えることができる。 
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図 4  Cranton による Mezirow の意識変容の学習プロセス 

 
注: Cranton (1992) の訳書 (1999) p.206 を引用 

 
 2.3.3. 経験と能力獲得の関係性 

 McCall et al.（1988）は，成長を促す出来事（event）の特性と得られる教訓（lesson）
との関係性を検討した。McCall らは，上級管理職 191 名へのインタビュー調査によっ

て，616 の出来事と 1547 の教訓を抽出した。McCall らは，これらの出来事を分析し，

「課題」，「他者（上司）」，「苦難」という 3 カテゴリーに関し多様な経験を積むことが，

バランスのとれた教訓を得る契機となることを明らかにした。 
 また，初期の仕事経験や最初の管理職経験といった様々な「課題」を遂行する経験を

通して，自信，独立心，知識，関係性，タフネスを身につけ，「他者（上司）」から価値

観や政治力を学習し，キャリア上の挫折といった「苦難」の経験から謙虚さやものの見

方を学習するといったように，経験と能力の関係性について明らかにしている。ここで

は，課題，苦難，他者（上司）が，同じ階層の経験として並列されているが，厳密には，

課題や苦難といった経験，他者（上司）といった連携のように，経験と連携を類型する

ことができ，経験か連携かによって得られる能力に違いがあることが示されている。 
 また，McCall et al.（1988）は，こうした成長を促す重要な出来事のうちの 20%は，

特定の人物が挙げられており，その 90%は上司であると示している。上司には 3 つの

タイプがあり，それぞれ，良い上司，悪い上司，両方を含んだ上司である。良い上司か

らは，良いところを真似して得意な部分を学び，悪い上司からは，こうしてはいけない

という方法を反面教師として学ぶ。こうした上司をロールモデルとして，上司のやり方
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や，優秀な上司のスキル，上司の行動とその結果を観察し，組織が何を評価しているか

について学んでいるとしている。以上も仕事現場における上司との連携による能力獲得

を示しており，仕事現場の経験は，経験と連携とに類型することができ，それぞれによ

って得られる能力に違いがあることが示されている。 
 さらに，McCauley et al.（1994）は，成長を促す経験についての検討を進め，McCall 
et al.（1988）の研究をもとに，職務における発達的な要素を抽出して，Development 
Challenge Profile（DCP）という評価尺度を開発し，692 名のマネージャーを対象に質

問紙調査を行っている。その結果，McCauley et al.（1994）は，「異動」，「変化の創出」，

「高度な責任」，「権限がないところでの関係」といった「発達的挑戦（developmental 
challenge）」が，マネージャー成長を高めていることを明らかにした。 
 医療従事者の経験学習については，松尾・岡本（2013）は，保健師を対象に分析し，

経験年数 11 年以上のベテラン保健師は，困難な事例という経験から地域連携力を，管

理職の経験から関係構築力といった，組織や職種を超えた能力を身につけていることを

明らかにしている。松尾他（2014）では，診療放射線技師を対象に，他職種との関わ

りが，キャリア 10 年目までのヒューマンスキルと，キャリア 11 年目以降のテクニカ

ルスキルとヒューマンスキルを高めていることを明らかにしている。 
 以上のような議論は，成長を促す経験の特性だけでなく，能力獲得との関係性を検討

しており，仕事現場における学習プロセスを分析する上で有効な着眼点を提示している。

また，具体的には明らかにされていないが，上司や，権限がないところでの関係，他職

種とのかかわりといった，組織内同職種や，組織間同職種，組織内多職種の仕事現場で

の連携を学習のリソースとしたものとして捉えることができ，仕事現場での学習を解明

する上で，経験の質と能力獲得の関係性を検討する必要があることが示されている。 
 

 2.3.4. レディネスと学習の高度化 

 ここまでの経験学習研究の議論は，図 1 で示した，経験や連携が学習のリソースとな

り，学習の成果として知識やスキルを個人が獲得していくという経路についての議論で

あった。ここでは，その図 1 で，学習の成果から再度学習の場への矢印で示されている，

学習の成果として獲得した知識・スキルといった能力がレディネス（準備性）となり，

新たな学習の場での学習のリソースとしての経験につながり，さらに学習が高度化して

いくという議論を検討する。これは，能力を獲得していることで新たな経験を重ねるこ

とができ，さらに高度な能力が獲得できるという議論である。 
 Dewey（1938）は「あらゆる経験は，それがさらに進んだ経験がなされるための条

件に対して，ある程度の影響力を与える」と述べている。Kolb（1984）は，こうした
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Dewey の経験学習サイクルをモデル化している（図 5）。 
 

図 5 Kolb による Dewey の経験学習サイクル 

 

Kolb（1984）p.23 を引用，翻訳は谷口（2006）による 
  
 刺激を慎重に観察し，知識に基づいて判断を行う，そして判断から次の段階の刺激へ

とつながり，能力を高めていくスパイラルになっていくことが示されている。 
 その人が獲得している能力が高いほど，より高いレベルの経験を積むことができると

考えられる。高いレベルの課題をこなすためには，その課題に対処できるだけの能力が

必要となるためである。 
 高いレベルの経験を積むためには，仕事を任せられるよう認められるために，変革を

うまく進めるための能力が必要になる。能力の高さと課題の難しさの間に大きなギャッ

プがあっては，その課題は達成できないだろう。 
 Ericsson et al.（1993）は，熟達するためには「よく考えられた実践」（deliberate 
practice）を積むことがが重要であることを指摘し，その条件として以下の 3 点を示し

ている。すなわち，「課題が適度に難しく，明確であること」，「実行した結果について

フィードバックがあること」，「何度も繰り返すことができ，誤りを修正する機会がある

こと」である。 
 つまり，その人が現在獲得している能力にとって，簡単すぎず，難しすぎない，努力

することで達成できそうな課題に取り組むことが人の成長を促すという考え方である。 
 Csikszentmihalyi（1990）は，能力と課題の難易度バランスが取れた適度に挑戦的

な課題に，時が経つのも忘れて没頭できる，内発的に動機づけられた自己の没入感覚を

伴う楽しい経験を，最適経験（optimal experience）と捉えた。そしてこの最適経験が

継続できる状態を，フロー（flow）と名付け，人がフローを通してより複雑な能力や技

能を持った存在へと成長していく過程があると指摘した。そして，浅川（2012）はこ

の過程を「フロー経験の力動論モデル」としてモデル化している（図 6）。 
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図 6 浅川によるフロー経験の力動論モデル 

 
浅川（2012）p169 を引用 

 
 図中の A1 では，自分のもつ能力と活動が要求する能力（挑戦）が低いレベルではあ

るが吊り合った状態にあり，その活動を楽しいと思うことができる。しかし，そのまま

その活動を継続し，自身の能力が高まれば，その活動を退屈に感じ始める（A2）。ある

いは，突然難しい挑戦に直面すれば，自身の能力不足に不安を感じる状態に陥る（A3）。

退屈と不安の状態では不快な経験が継続されるため，再びフローの心地よい状態へ戻る

よう動機づけられる。A2 の退屈状態にあれば，立ち向かう挑戦のレベルを上げ，また

A3の不安状態にあれば，自分の能力を向上させ，より高いレベルである A4の段階での

フロー状態に戻ろうとする。 
 A1と A4はともにフロー状態を表しているが，A4は A1よりも，より複雑な能力に基

づく段階であるため，これら二つの状態は大きく異なる。また，A4 もずっと安定した

状態ではなく，再びこのレベルの挑戦に新鮮さを失い退屈したり，より高いレベルの挑

戦に遭遇し，自身の相対的に低い能力に不安を感じるようになる。そこで，これらの不

快な状態を抜け出し，A4 よりもさらに高いレベルでフローを経験するために，再び新

たな活動へと向かう。これがフロー経験を通した成長のメカニズムであり，このような

フロー経験を通して，人はより複雑な能力や技能を身につけた存在へと成長していくこ

とを示している。 
 このように，挑戦の難易度を決めるのは，その人の現在の能力であることから，能力

が高い人ほど，より難易度の高い経験を積むことができることが示されている。 
 以上のように，ある時点で獲得した能力は，次の時点で積む経験に影響を与えると捉

えることができる。 
 さらに，経験から知識という経路にとどまらず，既存の知識から経験が生み出される
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という議論を行った論者として Bruner を挙げることができる。 
 Bruner（1978）は，「知識は，経験を整える意味や構造を与えるために我々が構成し

たモデルである。知識のあらゆる体系を組織化する観念は，経験を経済的にし，相互に

関連させるようにするために作りだされたものである」と，経験に先駆け知識が存在し，

その知識によって経験が意味づけされると捉えられており，「経験は，直接的にきちん

ともたれるのではなく，我々の感覚にプログラムされたレディネスを通してなされる。

そのプログラムは我々の期待で構成されており，我々の期待は何が存在し何が続くのか

についての我々のモデルや観念に由来する」と結論づけている。ここでは，「経験はレ

ディネスを通してなされる」という Bruner の経験と学習の関係への認識がはっきりと

述べられている。 
 Bruner（1960）は，従来の経験主義的カリキュラムの抜本的な改造を目指し，「どの教

科でも，知的性格をそのままにたもって，発達のどの段階のどの子どもにも効果的に教え

ることができる」（「ブルーナー仮説」）と述べている。そして，子どもたちのレディネス

にそって，発達段階にふさわしい方法で指導する方法として、らせん型カリキュラム

（spiral curriculum）を提唱した。 
 らせん型カリキュラムとは，同一題材を子どもの発達段階に応じた方法で何度も繰り

返し学習させ，あたかもらせん階段を昇るように，低次なレベルから次第に高次のレベ

ルへと学習を深化させていくカリキュラムである。  
 こうした，らせん型カリキュラムは，近年の医学教育においても再度注目され，

Harden and Stamper（1999）は医師の教育を題材にモデル化している（図 7）。 

 

図 7 Harden と Stamper によるらせん型カリキュラム 

 
Harden and Stamper（1999）を引用，翻訳は鈴木・錦織監訳（2010）p14 による 
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 Harden and Stamper（1999）は，らせん型カリキュラムを，医学の教育内容を構造

化するために有効な手法であると捉え，その特徴を以下のようにまとめている。 
 コース全体をとおして学習項目（トピックス topics）を繰り返し学ぶ 
 学習内容は，さまざまなレベルの難易度で繰り返される。 
 新しい学習がそれまでの学習と関連性を保っている。 
 1 つの学習項目を繰り返すたびに学習の能力が向上する 

 

 こうしたらせん型カリキュラムの考え方は，経験はレディネスを通してなされるとい

う認識をもとにした議論であり，日々の現場での業務を通した経験による学習が同じよ

うな経験でありながらも，学習者のその時点でのレディネスによってさまざまな能力の

獲得がなされ，熟達の段階によって得られる能力が高度化されていくという，仕事現場

での学習形態の実際を捉えたものであると言える。そのため仕事現場での経験学習のプ

ロセスモデルを検討する上で非常に有効な視点を示している。 

 以上検討してきたように，経験学習研究は以下を明らかにしている。 
 まず，経験には，先行する経験が後続する経験に影響を与える連続性と，他者も含ん

だ自身が生きる社会環境との相互作用の2つの側面があることである（Dewey, 1938）。
そのため，経験による学習を解明していく際には，個人の経験の連続性と，他者との連

携による相互作用の両側面をともに検討していく必要がある。 
 ついで，経験から学習するには，省察が重要な要素であり（Schön, 1983），概念化を

もたらすサイクルで捉えられることである（Kolb, 1984）。省察によって実践を概念化

するという指摘は，現場での学習を検討する上で非常に重要な概念として捉えられる。

そして，経験学習においては状況と経験が不可分であり，プロセスによっては学習へと

結びつかない場合もあることが指摘されている（Jarvis, 1987）。また，学習のプロセ

スには，背景の変化や経験だけでなく，他者との連携の要素が含まれることが示されて

いる（Cranton, 1992）。このことは，現場での学習プロセス解明には，連携の要素を含

んだ検討が求められることを示している。また，出来事やまわりの人の影響によって前

提の問い直しが行われ，批判的省察によって，価値観を含んだパースペクティブの変容

がなされることが言及されており（Mezirow, 2000），個人の学習プロセスのより詳細

な解明のためには，省察の質の意味も検討する必要性があることが示唆されている。 
 そして，成長を促す経験の特性だけでなく，能力獲得との関係性が検討されており，

発達的挑戦が特に成長を高めていることが明らかにされている（McCauley et al., 
1994）。 
 さらに，経験はレディネス（既得の能力）を通してなされ，能力はらせん型に高度化
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していくという議論も行われており（Bruner, 1960, 1978; Harden and Stamper, 
1999），現場での経験学習のプロセスモデルを検討する上で非常に有効な視点を示して

いる。 
 こうした経験学習研究は，学習のリソースとして経験が捉えられて十分な研究が重ね

られ，そのプロセスモデルだけでなく，成長を促す経験の特性や能力獲得との関係性が

検討されている。ただし，連携については，プロセスモデルの一部に他者が含まれ

（Cranton, 1992），上司をロールモデルにして学ぶこと（McCall, 1998）に言及され

てはいるが，具体的な連携の内実までには触れられていない。また，学習の成果として，

自信，独立心，知識，関係性，タフネス，価値観や政治力，謙虚さやものの見方を経験

によって獲得していることが明らかにされてはいるが（McCall et al.,1988），より具体

的な獲得能力プロセスは解明されていない。そして，経験学習研究では，仕事現場が学

習の場であるという言及は，自明と捉えられているためかほとんどない。 
 また，連携の類型に照らして整理すると，権限がないところでの関係といった組織間

連携に関わる経験も一部見られるが（McCall et al.,1988），ほとんどが組織内連携での

経験を焦点にしており，組織内多職種連携や組織間多職種連携での経験による学習を検

討しているものとして，松尾・岡本（2013），松尾他（2014）があるが，研究は不足し

ている。経験学習プロセスモデルも，他者の視点を含んではいるが（Cranton, 1992），
組織内連携の範囲を超えるものとはなっていない。 
 
2.4. 学習の場およびリソースに関わる議論: 状況的学習研究 
 続いて，学習の場およびリソースに関わる議論である状況的学習研究について検討す

る。状況的学習研究は，Dewey の言う，他者も含んだ自身が生きる社会環境との水平

的な次元の「相互作用の原理」をより強く反映させている。また，Jarvis の学習プロセ

スモデルでの「経験」と不可分の「状況」や，Cranton による Mezirow の意識変容学

習プロセスモデルでの「まわりの人」として示されている，組織での他者との連携から

の学習として捉えることができるものである。以下では，状況的学習研究として，集団

内での学習のありかたを対象とした実践共同体と正統的周辺参加の議論，集団内での他

者への関わり方を対象とした認知的徒弟制の議論を中心に検討していく。 
 

 2.4.1. 集団内での学習のありかたの議論 

 集団内での学習のあり方を検討してきた状況的学習論は，Lave and Wenger（1991）
の「実践共同体（Community of Practice: COP）」や「正統的周辺参加（Legitimate 
Peripheral Participation: LPP）」といった概念から体系化されてきた。 
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 Lave and Wenger（1991）は，徒弟制的な共同体に焦点を当て，その中で自然発生

的に行われている教育的営みを通して，新人がどのようにして熟達し一人前になってい

くのかについて探求した。ユカタン半島の産婆や西アフリカの仕立屋，海軍操舵手，肉

加工職人などの実態を調査した。その結果，学習とは，状況に埋め込まれた活動

（situated learning）であり，個人の脳内での認識論的な問題ではなく，実践と不可分

で，属する社会関係での文脈や状況と切り離すことができないものと指摘している。 
 例えば，ユカタン半島の産婆見習いの少女は，ベテラン産婆である母親から何も教え

られることはなく，母が出産前のマッサージを施している間部屋の隅で座っていたり，

難しいケースや成功した結果などを聞いていたりする。成長するにつれて使い走りや出

産後検診に同行したりしながら，徐々に知識やスキルを身につけ，どこかの時点で自分

がこの仕事を実際にしたいと決意するようになっていく。 
 また，西アフリカの仕立屋は，徒弟は親方や兄弟子の作業を観察することから始め，

衣服の全体像を把握し，前段階がどのように次の段階に役だっているかを理解できるよ

う，全体から部分といったように，製造ステップとは逆の順番で学んでいく。例えば，

始めは他の部分が完成しているボタン付けのような簡単な仕事を任される。それができ

るようになると，生地を縫うことや生地の裁断という部分を製造する段階へと進んでい

き一人前となっていく。 
 こうした実践共同体の中での学習は，まさしく学習者自身の営みである。学習者は，

新参者として実践共同体に正式なメンバーとして正統的に，責任が軽い周辺から参加す

ることから始め，やがて古参者や親方として，十全的参加（full participation）へと移

行していく。実践共同体内での文脈や状況に根付いている知識やスキルやアイデンティ

ティを，学習者が実践共同体内の熟練者の観察・模倣といった相互作用を通して，学習

者自身で既有知識と新知識とを再構成し獲得していく。そして，その過程を学習の深化

として捉えている。また，自分なりの工夫や方法を生み出すこと，十全的参加にともな

いメンバーに認められ仕事を任されること，新しい役割や役職を担うこと，モチベーシ

ョンや自己意識の変容をさせていく学習は，こうしたメンバー間の相互作用によって生

まれると捉えられている。さらに，個人の学習だけでなく，メンバー間の相互作用によ

って，コミュニティ自身の文脈や状況といった社会環境も再構成され，ルーチンも更新

されていくとされている。 
 こうした Lave and Wenger（1991）の研究は，学習は実践と不可分であり，属する

コミュニティの文脈や状況と切り離すことができないものであることを明らかにして

いる。また学習者は，その実践共同体内での文脈や状況に根付いている知識やスキルや

アイデンティティを，熟練者の観察・模倣といった相互作用を通して，既有知識と新知
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識とを再構成し獲得していくという，学習のメカニズムも明らかにしている。この学習

観や能力獲得の視点は，仕事現場における連携を通した学習を検討する際に核となる観

点となる。 
 上野（1999）は，こうした Lave and Wenger（1991）の議論を批判的に援用し，現

在の組織においての古参者と新参者の技術のコンテキスト生成のありように迫ってい

る。上野は，Lave and Wenger の正統的周辺参加での学習は，所与のコミュニティに

参入し，新参者が古参者の経験を繰り返すことを通じて熟達しメンバーシップを獲得す

るという，適応過程の意味合いが強いとして批判している。上野は，トヨタ生産方式の

導入事例をもとに，「仕事の中での学習」を論じ，学習とは「様々なコンテキストやコ

ミュニティ，あるいは，新しいものと旧いものの相互的構成の中に見て取れる何か」と

指摘している。 
 上野によると，フォード的生産システムに代表される職能別コミュニティにおいては，

特定の機械操作での熟練度という形で新参者と古参者の違いが可視化されるため，正統

的周辺参加に見られるような古参者の技術を反復し継承するような学習は可能である。

しかしトヨタ生産方式では職能別コミュニティではなく，様々な職能の集合が単位とな

るチームであり，機械ごとに独立しておらず，機械間の関連づけが必要とされる。また，

新旧の技術が併存するコミュニティであるため，新参者も古参者も同じ仕事や学習過程

を繰り返すのではなく，新参者が現在経験していることは，古参者がかつて経験したこ

ととは異なり，古参者が現在行っている仕事も，かつての古参者が行っていたことと同

じではないと指摘している。 
 このように，新しい技術は旧い技術のコンテキストに導入され，旧い技術は全く払拭

されるのではなく新しい技術と関係を保ちながら存続している。新旧の技術は相互にコ

ンテキストを構成しあい，また，相互に組織化しあっているため，個々のメンバーは新

旧の技術の相互的構成の中に参加しているという学習の側面も見出される。 
 以上のような上野の議論は，学習を，コンテキストやコミュニティを越境する水平的

学習的な相互的構成の成果物として捉えており，連携の対象や範囲で類型し検討してい

くことの重要さを示している。しかしながら，具体的にどのようなコミュニケーション

によってコンテキストが生成されているかについては触れられてはいない。  
 また，鈴木（2013）は，食品メーカーへのインタビュー調査と，製造業 10 社 147 職

場及び製薬会社の R&D 部門を対象にした質問紙調査によって，関わりあう職場が支援

と勤勉と創意工夫を職場のメンバーに促すことを明らかにした。 
 鈴木は，関わりあう職場を，「規範を共有し，お互いの仲がよいといった閉じた共同

体を意味せず，目標を共有し，仕事上相互に関わりあうように設計された職場」と定義
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している。そして，「仕事の依存性」（仕事を遂行するために他者との相互依存の程度）

と，「目標の相互依存性」（職場レベルでの目標が共有，徹底されている程度）が高い職

場が関わりあいの強い職場であるとして，職場における関わりあいの重要性を指摘した。 
 鈴木は，仕事の相互依存性，目標の相互依存性，忠誠行動，支援行動・勤勉行動，進

取的行動，集団的凝集性などについて，既存尺度をもとに作成した項目によって評価し

ているが，支援行動・勤勉行動に含まれる項目は，「私は仕事負担の多い同僚をよく助

けている」，「私は欠勤した人がいれば，その人の仕事を助けている」といった回答者の

意識に迫るもので，メンバーに対してどのように支援しているかといった具体的な関わ

りの内実には言及されていない。鈴木の研究は，関わりあう職場が支援と勤勉と創意工

夫を職場のメンバーに促すことを明らかにしているが，一方で，その関わりあいの具体

的な内実を言葉にしてはいない。 
 

 2.4.2. 集団内での他者への関わり方の議論 

 Lave and Wenger（1991）と同時期に，徒弟制での学習形態に注目した研究者とし

て，Collins et al.（1989）が挙げられる。Collins et al.（1989）は，伝統的な徒弟制の

なかでの親方と弟子の関わり方について検討し，認知的徒弟制（ cognitive 
apprenticeship）という，学校や様々な学習環境で活用できる能力開発を促す方法を提

唱した（表 3）。 
  

表 3  Collins らの認知的徒弟制での 6 つの学習支援方法 

 
注: Collins et al. (1989) をもとに作表 

 
 モデリングから，コーチング，スキャフォルディングとフェーディングまでの過程は，

伝統的な徒弟制においても核となっているものであり，アーティキュレーションとリフ

レクションは，知識やプロセスの明確化や省察を支援するという，より学習者の認知的

1.モデリング(modeling)   学習者が観察できるように熟達者が作業を行う   

2.コーチング(coaching)   学習者が作業している間､熟達者がその様子を観察して助言を与える 

3.スキャフォルディング(scaffolding)と､
フェーディング(fading)   

学習者が作業をやり遂げることができるよう､熟達者が支援する｡そ
して次第に支援を減らしていく｡   

4.アーティキュレーション(Articulation)   
学習者が自身の知識､論拠､またはその領域での問題解決プロセスを
明確化できるようにする  

5.リフレクション(Reflection)   
学習者が自身の問題解決プロセスを､熟達者のものや､他の学習者の
もの､最終的には､熟達化の内的な認知モデル(internal   cognitive
model   o

f

   ex

p

ertise) と比較できるようにする   

6.エクスプロレーション(Exploration)   
学習者が自分自身で問題解決していくモードに押し出す｡問題解決と
問題設定における､支援を徐々に減らすことの自然な集大成｡   
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領域を支援する方法である。特にリフレクションは，前節でも確認したように経験学習

プロセスでも重要視されていたが，認知的徒弟制では，熟達者が学習者のリフレクショ

ンを支援することが求められている。エクスプロレーションは，学習者を自身で問題解

決できる熟達者として自立させていくことが目指され，それが人材育成の集大成となる。 
 この認知的徒弟制では，自然発生的に行われている社会的関係のなかでの学習形態を

活かし，学習者自身による学習を効果的に支援する枠組みを提示しており，対人での学

習の支援方法として大きな示唆を与えている。 
 中原（2010）は，職場における他者からの支援について検討している。中原は，2008
年に 28歳から 35歳の正社員で半年以内に異動を経験していない 2304名を対象とした

他者支援調査を行い，因子分析によって，職場における他者からの支援には，「業務支

援」，「内省支援」，「精神支援」の 3 つがあることを明らかにしている。 
 「業務支援」とは，助言，丁寧な指導，事細かな指摘といった業務を遂行する上で必

要な支援である。「内省支援」とは，業務での経験や自分自身のあり方を客観的に振り

返る機会を与えることであり，「教育」や「指導」ではなく「自ら考えさせ，自ら気づ

かせる」支援である。そして，「精神支援」とは，折に触れ，精神的な安らぎを与える

支援である。 
 中原は，こうした 3 つの支援が職場内の誰から受けているのかについても分散分析に

よって分析し，最大の「業務支援」を受けているのは上司からであり，「内省支援」は，

上司，上位者・先輩，同僚・同期，部下など職場の様々な人々から等しく受けており，

「精神的支援」に関しては，同僚・同期から最も受けている反面，上司からは最も受け

ていないことを明らかにしている。 
 さらに，中原は，他者からの「業務支援」「内省支援」「精神支援」を独立変数，「能

力向上」を従属変数としてロバスト標準誤差を用いた重回帰分析を行い，上司の「精神

支援」「内省支援」，上位者•先輩の「内省支援」，同僚•同期の「内省支援」「業務支援」

が，「能力向上」に関連していることを明らかにした。 
 中原の研究は，組織より小さな職場という社会関係に焦点を当て，職場内のどのよう

な他者からどのような具体的な支援を受けることが能力向上につながっているかを明

らかにしており，仕事現場における連携による個人の学習を考察する本研究に先駆し，

非常に大きな示唆が与えられる。ただ，仕事現場の類型から検討すると，組織内同職種

に限定されているため，組織間同職種，組織内多職種，組織間多職種の仕事現場につい

てにも検討される必要がある。 
 また，濱元ら（2012）は，職場での他者の支援についてさらに具体的に，新人看護

師の職場適応を促す先輩看護師の関わりについて検討している。卒後 2 年目看護師 12
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名に対し，「先輩看護師との仕事上での関係性の中で，先輩看護師の言動で好ましいと

感じた内容」に対する半構成的面接と質的帰納的分析を行い，効果的な関わりとして，

「無条件のフォロー」，「あとおし」，「行動の意味づけ」，「興味を伸ばす」の 4 つのコア

カテゴリーを抽出している。また，以上の 4 つのコアカテゴリーを，「思考する力」と

「行動する力」の程度の大きさによって検討し，新人看護師の能力に応じたコアカテゴ

リーごとの効果的な関わりがあることを指摘している。 
 思考する力，行動する力が低い新人看護師へは，状況を敏感に察し，見守っているこ

とを感じさせ，やる気を失い挫折しないよう積極的に支援する行動を補う，「無条件の

フォロー」が効果的な関わりであり，思考する力が高く，行動する力が低い新人看護師

へは，直接的な支援を減らし，主体的な行動を促して，一人でも「できた」を繰り返し

感じさせる「あとおし」が効果的な関わりであるとしている。 
 また，思考する力が低く，行動する力が高い新人看護師への効果的な関わりは，新人

看護師に対し，指摘し，質問することで，考えながら行動させる「行動の意味づけ」で

あり，思考する力，行動する力が高い新人看護師への効果的な関わりは，新人看護師の

経験から学ぶ力を利用して，手本を示すこと，また，目標を示すことでもっと知りたい

という「興味を伸ばす」ことであるとする。 
 濱元らの研究は，新人看護師の能力にそった先輩看護師の関わり方に迫っており，現

場における上司や先輩からの支援という連携からの学習を検討する際に大きな示唆を

与える。ただし，中原（2010）の研究と同じく，組織内同職種の仕事現場での連携に

限定されている。 
 以上，集団内での学習のありかたを対象とした実践共同体と正統的周辺参加の議論や，

集団内での他者への関わり方を対象とした認知的徒弟制の議論を中心に，状況的学習研

究を検討してきた。状況的学習研究では，以下が明らかにされている。 
 まず，学習は実践と不可分であり，属するコミュニティの文脈や状況と切り離すこと

ができない。また学習者は，その実践共同体内での文脈や状況に根付いている知識やス

キルやアイデンティティを，観察・模倣といった相互作用を通して，獲得していく（Lave 
and Wenger, 1991）。また，古参者と新参者の相互作用による学習を，コンテキストや

コミュニティを越境する水平的学習的な相互的構成の成果物として捉えられ（上野, 
1999），メンバーが関わりあう職場が支援と勤勉と創意工夫を職場のメンバーに促すこ

とが明らかにされている（鈴木, 2013）。これらの知見は，仕事現場における連携を通

した学習を検討する際に特に重要な観点となる。 
 次に，こうしたコミュニティでの学習形態の検討をもとに，学習者自身による学習を

効果的に支援する，スキャフォルディングやアーティキュレーションといった方法が提
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示されている（Collins et al., 1989）。また，職場内の上司の「精神支援」「内省支援」，

上位者•先輩の「内省支援」，同僚•同期の「内省支援」「業務支援」が，能力向上につな

がっていることや（中原, 2010），後輩の特性にあわせた先輩からの効果的な関わり方

があることが明らかにされている（濱元他, 2012）。このような知見は，現場における

熟練者や上司，先輩からの支援といった連携による学習を検討する際に大きな示唆を与

える。 
 以上のように，状況的学習研究では，仕事現場が学習の場であり，仕事現場が持つル

ーチンや他者との連携を学習のリソースとして，学習を深めていくという言及や研究が

蓄積されている。 
 Lave and Wenger（1991）の言う，学習は実践と不可分であり，所属するコミュニ

ティの文脈や状況と切り離すことができないという主張は，経験学習研究で確認した

Jarvis（1987）の学習プロセスモデルでの「経験」と「状況」が不可分なものと捉えら

れていたことと大きく重なっており，Dewey（1938）の言う経験の社会環境との相互

作用の側面を強調したものであると言える。 
 また，Lave and Wenger（1991）が指摘する，学習者は，実践共同体内での文脈や

ルーチン，状況に根付いている知識やスキルやアイデンティティを，熟練者の観察・模

倣といった連携を通して，既有知識と新知識とを再構成し獲得していくという，学習の

メカニズムへの言及については，経験学習研究で確認した Cranton（1992）による

Mezirow の意識変容学習モデルにおいて「まわりの人」として示されている，学習で

の他者との連携への視座をより深く示しているものであり，レディネスと能力のらせん

型での高度化を指摘した Bruner（1960, 1978）や Harden and Stamper（1999）の議

論とも大きく重なっている。 
 このように，状況的学習研究は，経験学習研究の流れを汲み，さらに，仕事現場での

他者との連携の視点を強調したものとして捉えることができる。このような状況的学習

論が指摘しているメンバー間の連携や実践が学習であるという立場の議論は，仕事現場

での学習の解明に欠かせない概念として捉えられる。 
 また，具体的にどのような支援という形の連携が学習者の能力向上を生んでいるかの

実証的な研究が少しずつ重ねられている。しかしながら，連携以外の学習者本人の経験

には焦点が当てられていないためか言及がほとんどなく，向上している能力の内実につ

いての検討も進められていく必要がある。 
 ただし，仕事現場の連携の類型から検討すると，状況的学習研究で検討されている仕

事現場は，組織内同職種での連携での議論にとどまっている。上野（1999）が，状況

的学習論の持つ，適応過程の意味合いが強い傾向を批判し，コンテキストやコミュニテ
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ィを越境する水平的学習的な相互的構成の成果物として捉え，連携の対象や範囲で類型

し検討していくことの重要さを指摘している通り，コンテキストやコミュニティである，

職種や組織を越境する，組織間同職種，組織内多職種，組織間多職種の連携がなされて

いる仕事現場での学習ついて検討される必要がある。 
 
2.5. 学習の場およびリソースに関わる議論: 水平的学習研究 
 人は一つの文脈や状況だけに所属するのではなく，複数の文脈や状況を横断している

と捉え，複数の状況間の連関や乖離，横断での過程で見られる発達的変化に注目した議

論がある。これらは，状況的学習研究のなかでもとくに文脈横断論と呼ばれ（香川, 
2011），状況的学習研究を拡大していく議論として捉えられており，学習の場およびリ

ソースに関わる議論である。 
 本研究ではこうしたコミュニティや専門性を超えた学習を，Engeström（1997）に

よる学習の水平的次元の議論を参考に，「水平的学習」と位置づけ概観していく。水平

的学習には，組織の構成要素を明確化して分析する Engeström（1987）の活動システ

ム論，そのような組織を超えた相互作用を焦点にする拡張的学習（expansive learning），
複数の実践共同体間の移動において，参加する実践共同体と個人の学習との関係性に注

目する Beach（2003）の共変移（consequential transitions）の概念が示されている。 
 

 2.5.1. 活動システム論 

 Engeström（1987）は，状況や文脈をもつコミュニティの中での人間の活動を「活

動システム」と名付け捉えている。活動システムモデルでは，コミュニティ内での状況

の構成要素がより明確化されている。各人が，各役割（分業）のもと，特定のルール，

道具を介して，特定の対象（その集団が目指す目的や取り組む問題，働きかける人や物）

に向かう集合的な構造として捉えている（図 8）。 
 

図 8 Engeström の活動システムモデル 

 
注: Engeström (1987) の訳書 (1999) p.79 をもとに作成 

主体  対象→結果 

ルール  分業 コミュニティ 

道具 
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 活動システムモデルの各構成要素は，以下ように説明されている（Engeström, 1993）。
「主体（subject）」とは，分析者が分析の対象として選んだ個人（あるいは共同体内の

サブグループ）である。「対象（object）」とは，活動が向けられる素材や問題空間（problem 
space）などを指し，それは物質的—象徴的，外的—内的なさまざまな「道具（instruments）」
を使って，「結果（outcome）」へと変換される。「共同体（community）」は，同一の一

般的対象を共有する多種多様な個人やサブグループからなる。「分業（division of labor）」
とは，共同体のメンバー間でなされる，課題の水平的分割，および権力・地位の垂直的

分割をさす。「ルール（rules）」とは，活動システム内での行為と相互行為を制約する

明示的で暗黙的な規則，規範，慣習を意味している。 
 こうした Engeström の活動システムモデルを援用した研究も多くあり，国内での研

究を大きく分類すると，学校での教育実践を分析したもの，生涯学習の実践を分析した

もの，実践している組織の改善に援用したものが挙げられる。 
 まず，学校での教育実践を分析したものとして，加登本（2014）は，教職 5 年目の

若手教師が，小学校体育科での水泳の研究授業を担当した際の困難やその克服について

のインタビューを，活動システムモデルの枠組みを用いて解釈している。その結果，若

手教師は当初，研究授業の慣例や同僚教師，学校行事に備えたクロールの要求に支配さ

れ，泳力別にクロールを泳がせるという伝統的な指導法を用いた授業を計画したが，こ

うしたこれまでの指導によって，泳力が十分に身についていない児童の実態に葛藤を抱

える。そして，教師は，研究者との協働，多様な指導法に関する知識，児童のつまずき

の実態調査に基づいて目標設定し直し，支援的な同僚とともに児童の実態にあった授業

を計画する結果を生み出していることを明らかにしている。 
 次に生涯学習の実践を分析したものとして，服部・徳本（2007）は，ある大学の公

開講座である事例検討会に参加した 8 名の師長のディスカッションを，活動理論を用い

て質的に分析している。その結果，事例検討会では，事例提示者と参加者の問題の共有，

事例提供者と参加者間の思考の矛盾とずれに関するディスカッション，事例提供者の思

考における矛盾と葛藤を浮き彫りにしたディスカッション，問題の本質に迫るディスカ

ッション，そして，問題の本質の発見から新しい活動形態を創造しようとすること，の

5 段階を経て拡張的学習が展開されていることを明らかにしている。 
 そして，実践している組織の改善に援用したものとして，川地（2003）は，民間保

育所の乳幼児発達相談システム改善の実践を，活動システムモデルを援用して分析して

いる。そして，従来の巡回相談のシステムが機能不全に陥っていることを明らかにし，

また，その改善のプロセスを活動システムモデルの各構成要素に基づき検討し，ルール，

道具，分業の順に変化し，包括的な発達保障に基づく子育て支援に結びつく結果を生ん
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でいることを示している。 
 以上見てきた様々な研究では，Engeström の活動システムモデルを援用し，分析す

ることによって，それぞれの実践での課題を構造的に捉えることを促し，合理的な改善

を可能とすることを示している。しかしながら，その構造の中でどのように学習されて

いるかについてまでには迫られてはいない。 
 

 2.5.2. 拡張的学習論 

 Engeström（1997）は，「発達は，レベルを垂直的に超えていくことにとどまるので

はなく，境界を水平的に横切っていくことでもあると見なされるべきである」と指摘し

ている。Engeström は，閉ざされた領域での体系的な専門知識を習得していく垂直的

な次元の学習のみでは不十分であり，部門を越え，組織を越えて協働し，問題を解決す

る水平的な次元の学習が必要であるとしている。 
 Engeström（2004）は，現代の仕事の性質変化によって生まれた，協働構成的な仕

事を遂行していくためにも，水平的学習が必要であると強調している。協働構成的な仕

事とは，クライアントとパートナーシップを築き，継続的に対話を重ねながら，変化し

ていくニーズに対応していく性質の仕事である。典型例として，患者が複数の病気を持

つようになったメディカルケアが挙げられている。患者のニーズや複数の病気に対処す

るためには，限られた医療者が治療にあたることで解決されるということではなく，複

数の医療者が患者を含めて対話をし，相互に学び合いながら治療を進めていく必要があ

る。こうした協働構成的な仕事においては，専門職種や専門分野といった固有の領域に

とどまることなく水平的学習が発生することになる。これは，組織間のみではなく，専

門性を越えた水平的学習の必要性を指摘していると捉えることができる。 
 そして，Engeström（2007）は，活動システムはコミュニティ内のみでの人間活動

とどまらず，活動システムがみずからの内部矛盾を解決して，変化・運動していく事態

を拡張的学習と概念規定した。拡張的学習は，集団的活動システムのなかのメンバーが

変革を生み出そうと努力・連携することといった一つの活動システム内の議論のみでは

なく，複数の活動システムの多文脈が交差する中でメンバーと対象が領域横断・協働構

成していくことの両方によって実現するとしている（Engeström, 2007, Engeström 
and Sannino, 2010）。 
 Engeström は，この組織を超えて協働する視点から，活動システムモデルを発展さ

せ，対象を部分的に共有し相互作用する最小限二つの活動システムとして下図のように

モデル化している（図 9）。 
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図 9 Engeström の最小限 2 つの相互作用する活動システムのモデル 

 

注: Engeström (2001) p.136 を引用 
 
 こうした相互作用する活動システムの中での拡張的学習について，Tuomi-Gröhn 
and Engeström（2003）では，健康福祉センター，小学校，船室メーカーでは，多様

な専門家と一般般住人，教師同士，監督と職工とが文脈を越えて学習しており，コミュ

ニティを越えた多様な活動によって専門性が発達すること，そして普段は異なる業務を

担当しているチームが，協力して課題にあたることによって，新たな学びが発生するこ

とを指摘している。 
 以上のように，Engeström のいう拡張的学習では，自らの専門性のみでなく，自ら

の属するコミュニティや「活動システム」から，他への「越境」（boundary crossing）
の行為を含んでいる。このように，Engeström は，組織内同職種のみでなく，組織間

同職種，組織内多職種，組織間多職種の仕事現場での学習の必要性を指摘している。 
 また，本章 2 節 1 項でもすでに触れているように，Edmondson（2012）もまた，境

界を超えてチーミングの障害を克服することで，個人には貴重な学びが，組織には重要

な競争優位がもたらされるとしている。あらゆる種類の境界を超えてチーミングを行う

ことにより，チームメンバーは，他分野の知識を増やし，他地域の組織にいる仲間との

間にネットワークを広げ，境界をつなぐスキルを高めることができる可能性があると指

摘している。 
 

 2.5.3. 複数の組織を越境する個人の学習 

 Beach（2003）は，複数の実践共同体間の移動に着目し，参加する実践共同体との関

係性においての個人の学習を考察し，「共変移」（consequential transition）という概

念を提唱した。 
 共変移とは，個人が多様な状況間を移動する過程で知識を構成し，アイデンティティ

を変容させ，そして状況そのものも変化させていくことであり，それは，「側方変移」

（lateral transition），「相互変移」（collateral transition），「包含変移」（encompassing 
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transition），「媒介変移」（meditational transition）の 4 つに類型されている。 
 「側方変移」とは，一方向に向いた歴史的に関係がある 2 つの活動間を個人が移動す

るときに起こる変移である。たとえば，学生が学校というコミュニティを卒業し，就職

して職場という新しいコミュニティに移る場合等といった，ある活動への参加は他の活

動への参加に先立っているという発達的進歩観をもつものである。 
 「相互変移」とは，歴史的に関係がある複数の活動に個人が比較的同時に参加するも

のである。学校と家庭の日常的移動，放課後のアルバイトなど，生活の中で頻繁に生じ

る変移で，日常生活では，側方転移よりも頻繁に起こっていながら，多方向的性質をも

っているため理解しづらい。側方変移に見られる一方向的進歩観が存在することもあれ

ば，むしろ逆方向に存在することもあり，既存の社会の発達的進歩観に疑問を投げかけ

ている。 
 「包含変移」とは，それ自体が変化していく 1 つの社会的活動の境界内で生じる変移

である。Lave ら（1991）の正統的周辺参加における個人の変容や，実践共同体の再生

産の過程は，この「包含変移」として捉えられる。この包含変移に参加する個人は，活

動が安定している場合には，現存の状況や変化する状況に適応する。活動が急速な変化

の場合には，専門家的役割や教授的役割に世代間の反転を引き起こし，新しい世代が古

い世代の知識獲得を助け，古い世代よりも専門家であるように見なされる。この包含変

移も，側方変移と同様に明確な進歩観を含んでいる。 
 「媒介変移」とは，まだ十分に経験されていない活動への参加を見積もり，模擬する

ような教育的活動内で生じる。参加者が現在いる地点から，発達的に向かっていく地点

を媒介するもので，インターンシップや職業教育などで見られる。 
 こうした Beach の共変移という概念は，複数の実践共同体間の移動を前提とした現

代人の多様な文脈を背景にした能力形成（知識・スキル獲得やアイデンティティ変容）

をとらえる上で非常に有効な枠組みであろう。現場における学習の研究においても，包

含変移は，筆者の分類する組織内同職種や組織内多職種の仕事現場での連携に相当し，

相互変移は組織間同職種や組織間多職種の職場での連携に相当すると捉えることがで

きる。 
 以上検討してきたように，水平的学習研究では以下が明らかにされている。 
 まず，コミュニティ内のシステムモデル（Engeström, 1987）のみならず，コミュニ

ティ間のシステムモデルも構築されている（Engeström, 2001）。このことは，組織内

同職種のみでなく組織間同職種の仕事現場での連携を検討する際に大きな示唆を与え

る。 
 また，現代の協働構成的な仕事を遂行していく上で，自らの専門性や自らが属するコ
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ミュニティからの越境の重要性が指摘され（Engeström, 2004，Edmondson, 2012），
コミュニティ内外両方での多文脈を交差させることで，可能となる組織変革をもたらす

拡張的学習によって，専門性の発達や新たな学習が発生することが指摘されている

（Tuomi-Gröhn and Engeström, 2003; Engeström, 2007; Engeström and Sannino, 
2010）。そして，こうした多様なコミュニティに人が参加する際に生じる変移も類型さ

れ検討されている（Beach, 2003）。 
 こうした水平的学習研究の議論は，仕事現場での職種や組織を越えた連携による学習

を検討する際に最も重要な概念として捉えることができる。 
 以上のように，水平的学習研究では，状況的学習論をさらに拡張し，さまざまな仕事

現場での職種や組織を越えた連携による学習の重要性やシステムモデルにそった言及

がなされている。仕事現場の類型から検討しても，組織内同職種，組織間同職種，組織

内多職種，組織間多職種の全領域について言及がなされ，多様な学習の場が捉えられて

いる。ただし，多様な学習の場を越境する水平的学習によって新たな学習が生まれるこ

とは指摘されているが，それぞれの学習の場での，学習のリソースとなる具体的な連携

や，そのプロセス，学習の成果である獲得能力の内実についての研究は十分ではない。 
 
2.6. 学習の成果に関する議論: 熟達研究 
 続いて，学習の成果に関する議論である熟達研究について整理する。熟達研究では，

熟達者には段階があること（Dreyfus, 1983），医療専門職である看護師や（Benner, 
1984），救急救命士にも同様の段階がみられること（郡山, 2006）, 熟達には 10 年ほど

の期間が必要であり（Ericsson, 1996），経験の質も問われること（Ericsson et al., 1993）
キャリア段階によって獲得されている能力や，能力の獲得を促す経験に違いがあること

が検討されている（松尾•岡本，2013; 松尾他, 2014）。 
 

 2.6.1. 熟達者への段階 

 経験によって学習し，熟達を深めていくプロセスについて，Dreyfus（1983）は，チ

ェス競技者や航空パイロットなどへの調査をもとに，熟達には，初心者（novice），上

級初心者（advanced Beginner），一人前（competent），上級者（proficient），熟達者

（expert）の 5 つの段階を経ることを示した（表 4）。 
 各段階の特徴は以下である。初心者は，職務に関する事実やルールを学ぶが，具体的

な経験を積んでいないため，知識は文脈や状況から切り離されている。少し経験を積み，

直面している状況での個別要素を把握し意思決定ができる段階が上級初心者である。一

人前になると，状況での顕著な特徴を意識的に選択し，目標や計画の設定ができる。上
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級者になると，経験を通して典型的な状況についての知識を獲得し，状況を包括的・全

体的に把握することができるようになる。熟達者の特徴は，これまでのものを含め，さ

らに直感的に意思決定することができることである。熟達者は状況や行動に対する膨大

なレパートリーを持つため，直感的な判断が可能となる。 
 

表 4 Dreyfus による熟達の 5 段階モデル 

 
Dreyfus（1983）をもとに作成 

 
 2.6.2. 医療専門職者の熟達 

 Benner（1984）は，このモデルを援用し，看護師へのインタビューと参加観察によ

って，看護師の技能習得にも同様の段階があることを証明している。 
 Benner によると，新人（上級初心者）や一人前レベルの看護師は，これまで経験し

たことのない状況に直面するため，意識的で慎重かつ，分析的な問題解決といった初歩

的な手法に頼らざるを得ないという。また，熟達者である達人看護師は，状況を全体的

に把握し，過去に経験した具体的な状況をパラダイム（規範，実例）として用いるため，

見当違いの可能性をあれこれ考えるという無駄をせずに適切に問題に対応できるとい

う。以下は Benner による看護師の各技能習得段階である。 
 看護師においての初心者は，状況に適切な対応をするための実践経験をもっていない

ため，体重，摂取量と排泄量，体温，血圧，脈拍といった客観的で観測可能な，患者の

状態を指す指標で状況を把握する。また，こうした状況へ対応するために原則を学ぶ。

しかし，初心者は直面している状況を過去に経験したことがないため，どのように行動

すべきか示される必要がある一方，原則は，実際の状況で何を最優先すべきかを示さな

いため，原則どおりの行動には限界があり，柔軟性に欠ける。原則に従うことは却って

実践を失敗させることにもなる。 
 新人（上級初心者）は，かろうじて次第点の業務をこなすことができ，繰り返し生じ

る重要な状況要素に気づく，あるいは指導者に指摘されて気づくことができる程度に状

況を経験したレベルである。新人レベルの看護師は，ガイドラインにそって業務をこな

し，臨床現場での優先順位や，臨床実践で繰り返し遭遇する重要なパターンにようやく

　  認知的能力   

　  個別要素の把握   顕著な特徴の把握   全体状況の把握   意思決定   

初心者   状況を無視   なし   分析的   合理的   

上級初心者   状況的   なし   分析的   合理的   

一人前   状況的   意識的選択   分析的   合理的   

上級者   状況的   経験に基づく   全体的   合理的   

熟達者   状況的   経験に基づく   全体的   直感的   
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気づき始めたばかりであるため，少なくとも一人前以上の技能レベルに達した看護師の

バックアップが必要である。 
 一人前は，似たような状況で 2，3 年働いたことのある看護師の典型であり，意識的

に長期の目標や計画を踏まえて自身の看護実践を捉え始めることができる。一人前レベ

ルの看護師は中堅（上級者）レベルの看護師のようなスピードと柔軟性には欠けるが，

ようやく状況が整理されて見えてくる段階で，ある技能レベルに達しているという自信

と，臨床での不測の事態に対応し管理する能力を持っている。 
 中堅（上級者）は，状況を局面でなく全体として捉え，実践を行うことができる。長

期目標を踏まえて状況の意味を知覚し，経験と最近の出来事からそうであることが明ら

かな大局観を得ている。中堅レベル看護師は，ある状況下で起こりうる典型的な事態と，

そのような事態に応じてどのように計画を修正すべきかを経験から習得しており，通常

予測される経過をとらない異常の発生を看取できる。全体的な理解力は，多くの属性と

局面から重要なものを見分けることができ，意思決定にあまり労力が必要でなく，看護

師の意思決定力を獲得している。 
 達人（熟達者）になると，自分の状況把握を適切な行動に結びつけるのに，もはや分

析的な原則（規則，ガイドライン，格率）には頼らない。達人看護師は，膨大な経験を

積んでいるので，多くの的外れの診断や対策を検討するという無駄をせず，1 つひとつ

の状況を直感的に把握して正確な問題に的を絞る。 
 以上のように，Benner は，熟達に伴い，自動化しつつ，確実な判断能力を身につけ

ることを指摘している。 
 さらに，郡山（2006）は，この Dreyfus のモデルは救急救命士の熟達段階にも応用

できることを示している。 
 このように，医療専門職者に関しても経験による熟達段階があることが明らかになっ

ており，直感的な判断を可能にするほど熟達するには，状況や行動に対する膨大なレパ

ートリーを持つために，ある一定程度の経験が必要であることが示されている。 
 

 2.6.3. 熟達期間の 10 年ルール 

 専門職者の熟達期間の一つの節目として，チェス，音楽，スポーツといった分野にお

いて国際レベルの業績を上げるには，最低でも 10 年の経験が必要であるという 10 年

ルールが提唱されている（Ericsson, 1996）。 
 また，Ericsson et al.（1993）は，ただ 10 年間の経験を経れば自動的に専門的な知

識やスキルが身につくのではなく，「よく考えられた練習（deliberate practice）」が重

要であることを指摘している。Ericsson et al は，よく考えられた練習の条件として以
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下の 3 点を示している。すなわち，「課題が適度に難しく，明確であること」，「実行し

た結果についてフィードバックがあること」，「何度も繰り返すことができ，誤りを修正

する機会があること」である。これは，経験の期間のみでなく，質が熟達にとって重要

であることを示している。 
 こうした 10 年ルールは，チェス，音楽，スポーツといった分野の検証から提唱され

たが，松尾（2006）はビジネス分野においても 10 年のキャリアが業績の向上につなが

ることを明らかにしている。 
 医療専門職者についても，松尾•岡本（2013）は，保健師のキャリア段階を 1〜10 年

と 11 年目以降に区分し検討している。経験年数 11 年以上のベテラン保健師は，困難な

事例という経験から地域連携力を，管理職の経験から関係構築力といった，組織や職種

を超えた能力を身につけており，キャリア段階によって経験から獲得できる能力に違い

があることを明らかにしている。 
 さらに松尾他（2014）は，診療放射線技師についても同様にキャリア段階を分け，

経験と獲得能力について分析し，1〜10 年目までは，テクニカルスキルを習得し，11
年目以降にはヒューマンスキルを身につける傾向が見られることを明らかにした。また，

部下・後輩指導の責任は両キャリア段階の能力獲得にポジティブな影響を与え，他職種

との関わりは，10 年目までのヒューマンスキル，11 年目以降のテクニカルスキルを高

め，11 年目以降において上司・先輩からの指導が両スキルを高めているというように，

10 年のキャリアを経て，他者との関わりで獲得されるスキルに違いが生まれることを

明らかにしている。 
 以上のように，熟達研究では，経験によって熟達を深めていくプロセスには，初心者

から熟達者への段階があることや（Dreyfus, 1983; Benner, 1984; 郡山, 2006），熟達

するには経験の質が重要であること（Ericsson et al., 1993），熟達には 10 年という一

定の期間が必要であること（Ericsson, 1996）が明らかにされている。また，キャリア

段階によって獲得されている能力に違いがあり，また能力の獲得を促す経験にも違いが

あることが明らかにされている（松尾•岡本，2013; 松尾他, 2014）。 
 このように，熟達研究は，個人の経験による熟達のプロセスに焦点が当てられており，

学習のリソースである経験と学習の成果である能力に関する蓄積がある。しかし，学習

のリソースとしての連携の内実への言及は少ない。また，学習の場である仕事現場につ

いて，連携の類型から見ると，一部，組織内多職種や（松尾他，2014），組織間多職種

での仕事現場での学習のリソースとしての連携と捉えられる検討もあるが（松尾•岡本，

2013），ほとんどが同職種との通常属している組織での，組織内同職種の仕事現場を対

象とした研究であると指摘できる。 
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2.7. 学習の成果に関する議論: 能力研究 
 最後に，学習の成果に関する議論である能力研究について検討する。経験を重ね熟達

することによって，どのような能力を獲得しているのかについて，これまで検討されて

きたマネージャーの能力研究をもとに検討を加えていく。 
 マネージャーの能力を説明する際に用いられてきたモデルとして，Mintzberg（1973）
の役割モデル，Katz（1955）のスキルモデル，Wagner and Sternberg（1985）や Wagner
（1987, 1991），Katz をもとにした楠見（2012）のマネージャーの実践知構造モデル，

そして，チームパフォーマンスを向上させる Flin ら（2008）のノンテクニカルスキル

が挙げられる。また，医療者の専門職連携能力についても検討していく。 
 

 2.7.1. マネージャーの能力研究 

 マネージャーの行動研究に最も頻繁に引用されるモデルとして Mintzberg の役割モ

デルが挙げられる。 
 Mintzberg（1973）は，5 名の経営者の行動を観察し，マネージャーの行動は，計画

的で合理的なものではなく，断片的で短時間に行われる，口頭によるコミュニケーショ

ンを重視したものであることを明らかにした。そして，「対人的役割」，「情報的役割」，

「意思決定の役割」の 3 つの役割からなるマネージャーの役割モデルを提示した。 
 対人的役割とは，自部署をまとめ，他部署とのコミュニケーションを行う役割である。

例えば，部署を導き部下を動機づける，部署の代表として雑務をこなす，自部署と他部

署・外部を結びつける役割が挙げられている。 
 情報的役割とは，情報収集と伝達の役割である。組織内外の情報を収集し，自部署に

情報を伝達するのみでなく，自部署の情報を外部に広めることもその役割としてあげら

れている。 
 意思決定の役割とは，部署の業績に直結する役割であり，人・モノ・カネ・時間を配

分すること，予期せぬ障害に対処すること，自部署を変革すること，部署の代表として

外部と交渉することなどがその役割として挙げられている。 
 こうした Mintzberg のマネージャーの役割モデルでは，自部署だけでなく他部署と

のコミュニケーション，情報伝達や交渉といった役割が指摘されている。 
 また，マネージャーのスキルについて，Katz（1955）は，ヒューマンスキル，テク

ニカルスキル，コンセプチュアルスキルの 3 つに分類している。 
 ヒューマンスキルとは，他者と連携するための対人能力であり，コミュニケーション，

動機づけ，育成に関するスキルを含んでいる。テクニカルスキルとは，専門知識や技術

という専門領域の業務達成に関わる能力である。コンセプチュアルスキルとは，環境探
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査や情報取集と分析，戦略的意思決定といった，組織全体や外部環境の動きを見極める

能力である。Katz は，職位の低いマネージャーほどテクニカルスキルが主となり，職

位が高くなるほどコンセプチュアルスキルが求められ，ヒューマンスキルは職位に関係

なく重要であるとしている。つまり，他者と連携するための対人能力は，職位に関わら

ず重要であることが指摘されている。 
 また，Mumford et al.（2007）は，Katz の 3 類型モデルを発展させ，「対人スキル」，

「ビジネススキル」，「認知的スキル」，「戦略スキル」の 4 類型モデルを提示している。

Mumford et al.の対人スキルは Katz の言うヒューマンスキルに，ビジネススキルはテ

クニカルスキルに対応し，認知的スキルと戦略スキルはコンセプチュアルスキルに含ま

れるものとして捉えられる。 
 Mumford らによると，ミドルマネージャーまでは，認知的スキルや対人スキルが中

心的であるが，シニアレベルになると，そうしたスキルは前提となり，より高度なビジ

ネススキルや戦略スキルが求められるとされている。 
 そして，Wagner and Sternberg（1985）や Wagner（1987, 1991）は，マネージャ

ーの経営問題解決を支える実践知の構造を解明する研究を行っている。彼らは，マネー

ジャーへのインタビューに基づいて，昇進後の初仕事，仕事の重要度評価，学生採用面

接，新規計画立案，毎日の仕事の効率的遂行，仕事の成功法といった問題解決場面にお

いての行動を選択肢とした質問紙を作成し，各選択肢の重要度を求めた。因子分析の結

果，タスク管理（managing tasks），他者管理（managing others），自己管理（managing 
self）の 3 つの因子で実践知が構成されている。 
 楠見（1998, 1999, 2001, 2009）は，その日本語版質問紙を作成し，社会人と大学生

を対象に実施した結果，同様の 3 因子が抽出されている。またこれら 3 因子合計尺度得

点とマネージャーとしての経験年数の相関が認められており，こうした実践知はマネー

ジャー経験によって獲得されることが明らかにされている。 
 楠見（2012）では，この Wagner らが明らかにした 3 つの実践知と，Katz（1955）
の 3 つのスキルモデルへの対応づけをおこないつつ改めてマネージャーの実践知の構

造を描き出している（図 10）。 
 楠見によると，タスク管理はテクニカルスキルと，他者管理はヒューマンスキルと対

応し，自己管理はこれらのスキルをモニターしコントロールするメタ認知スキルとして

中央に配置されている。これらのスキルにもとづいて複雑な状況を分析し創造的に解決

するコンセプチュアルスキルは最上部に配置されている。これらすべてのスキルの土台

になるのが，省察や経験学習態度からなる批判的思考である。 
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図 10 楠見によるマネージャーの実践知構造モデル 

 
楠見（2012）p.29 より引用 

 
 2.7.2. 組織での連携を向上させる能力 

 より組織での連携に注目した能力として，チームパフォーマンスを向上させる上での

ノンテクニカルスキルという能力が提示されている。ノンテクニカルスキルは，そもそ

も現場安全のスキルとして，航空，石油・ガス生産と発掘作業，海運業，原子力発電，

軍事（航空と特殊任務），そして急性期医療（麻酔科医，外科医，手術室看護師）の分

析から検討されてきたものである（Flin et al., 2008）。今日では，医療従事者にとって

も，医療に関する知識や技術であるテクニカルスキルのみでは十分でなく，ノンテクニ

カルスキル（Non-Technical Skills）も求められるようになってきた（相馬, 2014）。 
 Flin et al.（2008）は，ノンテクニカルスキルを，各専門職が有するテクニカルスキ

ルを実行あるものとするために必須のものとして強調している。なぜなら，こうした専

門職の意思決定やコミュニケーションの中身は，ほとんどが技術的なことであり，技術

的な業務を上手くこなす必要があるため，高い技術的専門性だけでは，ヒューマンエラ

ーを防止するのには十分ではないためである。 
 また，ノンテクニカルスキルは，学習して向上させることのできる自己管理や社会性

のスキルであり，グループというより個人，パーソナリティ（個性）ではなく行動，通

常ではない状況のみでなく通常の状況に焦点を当てたスキルとして捉えられている。

Flin et al.（2008）は，こうしたノンテクニカルスキルの構造と特徴を以下のようにま

とめている（表 5）。 
 ノンテクニカルスキルは，認知的スキルである①状況認識，②意思決定，対人スキル

である③コミュニケーション，④チームワーク，⑤リーダーシップ，ストレスと疲労の

制御である⑥ストレスマネジメント，⑦疲労への対処の 7 つのカテゴリーに分けられて

いる。 
 

コンセプ 
チュアル 
スキル 

タスク管理 
テクニカル 

スキル 

他者管理 
ヒューマン 

スキル 

自己管理 
メタ認知 
スキル 

批判的思考 
省察、経験学習態度 
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表 5  Flin らのノンテクニカルスキルのカテゴリーと要素 

 
Flin et al.（2008）をもとに，大カテゴリーを加筆して引用 

 
 こうしたノンテクニカルスキルは，Katz や楠見が提示したスキルと対応させること

ができる部分がある。認知的スキルは，コンセプチュアルスキルに，対人スキルは他者

管理，ヒューマンスキルに対応するであろう。ストレスと疲労の制御は自己管理やメタ

認知スキル含まれているが，よりパフォーマンスに与える生理心理的な事柄として捉え

られている。 
 以上，熟達と能力の獲得について，Mintzberg（1973）の役割モデル，Katz（1955）
のスキルモデル，Wagner and Sternberg（1985）や Wagner（1987, 1991），Katz を

もとにした楠見（2012）のマネージャーの実践知構造モデル，Flin et al.（2008）のノ

ンテクニカルスキルを検討してきた。その結果，熟達によって獲得している能力は，以

下のように整理することができる（表 6）。 
 

表 6 熟達により獲得される能力の整理 

 
  
 以上のように，熟達により獲得される能力は，専門職能力，対人能力，自己管理能力，

大カテゴリー   カテゴリー   要素   

認知的スキル   

状況認識   情報の収集､情報の解釈､将来状態の予測   

意思決定   
問題明示､代替案の比較検討､代替案の選択と実行､結
果の評価   

対人スキル   

コミュニケーション   
明瞭簡潔な情報の送出､情報交換中に背景と意図を含
める､情報の受領･とくに傾聴､コミュニケーションを
阻害する要素の特定   

チームワーク  他者の支援､コンフリクトの解消､情報交換協調行動   

リーダーシップ   
権威の利用､標準の維持､計画と優先順位付け､ワーク
ロードとリソースの管理   

ストレスと疲労の
制御   

ストレスマネジメント   
ストレス兆候の発見､ストレス影響の認識､対処方略
の実行   

疲労への対処   疲労兆候の発見､疲労影響の認識､対処方略の実行   

能力モデル   専門職能力   対人能力   自己管理能力   状況判断能力   省察能力   

Mintzberg(1973)の役割モデル   −   対人的役割   −   
情報的役割 
意思決定の役割   

−  

Katz(1955)のスキルモデル   テクニカルスキル   ヒューマンスキル   −   
コンセプチュアル
スキル   

−   

Wagner   ad   Strnberg(1985), 
Wagner(1987,1991)のマネー
ジャーの実践知構造モデル   

タスク管理   他者管理   自己管理   − 

 

− 

 

楠見(2012)のマネージャーの実
践知構造モデル   

タスク管理･テクニ
カルスキル   

他者管理･ヒューマ
ンスキル   

自己管理･メタ認知
スキル   

コンセプチュアル
スキル   

批判的思考   (省察､
経験学習態度)      

Flin   et   al.(2008)のノンテクニ
カルスキル   

−   

対人スキル 
･コミュニケーショ
ン 
･チームワーク 
･リーダーシップ    

ストレスと疲労の
制御 
･ストレスマネジメ
ント 
･疲労への対処     

認知的スキル 
･状況認識 
･意思決定    

 

−  
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状況判断能力，省察能力の 5 つの能力に整理することができると考えられる。 
 

 2.7.3. 医療専門職者の能力に関する研究 

 2.7.3.1. 看護師の実践的知識の 6 領域 

 看護師の臨床における実践的知識は，より詳細な個人の能力として以下の 6 領域が明

らかにされている（Benner, 1984）。 
 すなわち，①質的差異の識別（graded qualitative distinctions），②共通認識（common 
meanings），③予測や予期，構え（assumptions, expectations, sets），④範例と個人的

知識（paradigm cases and personal knowledge），⑤格率（maxims），⑥想定外の義

務（unplanned practices）である。 
 達人看護師は，状況の①質的差異を識別する能力を身につけている。たとえば，バイ

タルサインが著しく変化する前にショックに陥りそうな前兆を察知することができ，肺

塞栓や敗血症性ショックの初期段階などの兆候を察知し，警告を発することができる。

Polanyi（1958）は，この直感的認識能力を「鑑識眼（connoisseurship）」と名付けて

いる。この洗練された能力は，長い期間直接患者を観察し，ケアした結果身につくもの

である。 
 ②共通認識は，援助，回復，コーピングのための方法に関する看護師間の共通の認識

であり，時間をかけて築かれ，看護師たちの間で共有されるようになり慣習となる。 
 ③予測や予期，構えは正式には知識として認められていないかもしれないが，実際に

は予測や予期に基づいてアセスメントや看護介入がなされ，似通った症例と特異な症例

をそれぞれ多く観察してきた結果，看護師は，はっきりと言葉にしなくても各症例の臨

床経過を予期できるようになる。また，看護師は患者に対する全体的な構えを培ってい

る。構えは，予測や予期以上に部外者の観察からは明確にできないものであるが，ある

状況下で特定のやり方で行動する傾向であり，個人の状況への対応が方向づけられるも

のである。 
 ④範例とは，模範とすべき事例であり，簡潔かつドラマチックな事例である。過去の

具体的な経験は，達人の認識と行動を導き，素早い状況把握を可能にする。看護師が経

験を積むにつれ，未熟な実践的知識と未整理の理論的知識との複合体である臨床知識が

高まる。またある特別な経験が，その印象深さのために範例としての機能を十分果たす

ことがある。 
 ⑤格率とは，隠語による指示である（Polanyi, 1958; Dreyfus, 1982）。専門的な指示

を出す際，すでにその状況を熟知している人にしかわからないような用語を使って微妙

な変化を指摘する。達人看護師同士は，お互いにやり取りできる格率から多くの情報を
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得られるが，部外者や達人レベルでない看護師も格率の中に潜んでいる直感的知識のヒ

ントを得ることができる。 
 ⑥想定外の業務とは，医師やその他の医療従事者から委任された想定外の業務や処置

によって大幅に広がってきた看護師の業務内容である。 
 以上は，非常に鮮明に熟達によって獲得されている能力の内容を示している。特に質

的差異の識別，構えといったものは，経験をとおして熟達しなければ，もたらされるの

が困難であるだろう。 
 

 2.7.3.2. 専門職連携能力 

 医療専門職者としての能力として，チームとして医療専門職者が連携するために求め

られる能力に関しても検討がなされている。  
 医療専門職者の能力について，Barr（1998）は，専門職連携の観点から能力を 3 タ

イプに分けて検討した。すべての保健医療専門職に求められる「共通の（common）」，
他の専門職と補い合ってケア提供の質を向上させる「相補的（complementary）」，そ

して各専門職が他職種とともに働く上で必要な「協働的（collaborative）」の 3 つの能

力が重なりあっていると指摘している（図 11）。 
 協働的能力を発揮する対象は，同じ専門の中の別のスペシャリティの場合もあるし，

専門職間，患者や家族との間，非専門家やボランティアとの間，組織内や組織間，地域

社会の内部，あるいはもっと広い範囲の政策レベルの場合もあることが想定されている。

これは，Engeström（2007）の言う，複数の活動システムや多文脈が交差する中でメ

ンバーと対象が領域横断・協働構成していくことと同様な連携であり，組織内同職種の

仕事現場での連携のみでなく，組織間同職種，組織内多職種，組織間多職種の仕事現場

での連携が想定されていると捉えることができる。 
 

図 11 Barr による専門能力の 3 つのタイプ 

 
Barr（1998）をもとに作図 

個々の 
専門の能力： 
相補的能力 

IP 
協働的 
能力 

共通の能力 
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 また，Barr の言う医療専門職者の「協働的能力（collaborative competency）」につ

いて，Yamamoto et al.（2013）は，より具体的に，「患者を尊重した治療・ケアの提

供」，「チーム運営のスキル」，「専門職としての役割遂行」，「専門職としての態度・信念」，

「チームの凝集性を高める態度」，「チームの目標達成のための行動」の 6 つの構成要

素からなる 35 の評価尺度を作成している。 
 以上のように，能力研究では，知識やスキルといった学習の成果についての研究が数

多く蓄積されている。またマネージャーの能力の内実について，カテゴリーのみでなく

詳細な要素や項目が明らかにされている（Mintzberg, 1973; Katz, 1955; Wagner and 
Sternberg, 1985; Wagner, 1987, 1991; 楠見, 2012）。 
 また，連携に関する能力についての研究を，学習の場として仕事現場の連携類型によ

って検討すると，連携する能力に関わると考えられるマネージャーの対人能力について，

「対人的役割」（Mintzberg, 1973），「ヒューマンスキル」（Katz, 1955），「他者管理」

（Wagner and Sternberg, 1985; Wagner, 1987, 1991），「他者管理・ヒューマンスキル」

（楠見, 2012），ノンテクニカルスキルの一部である「コミュニケーション」，「チーム

ワーク」，「リーダーシップ」（Flin et al., 2008）といったように十分な研究が蓄積され

ている。しかし，これらのうちの「対人的役割」（Mintzberg, 1973）では組織間同職種

の仕事現場の視点を含んでいるが，他は組織内同職種の仕事現場の視点のみで検討され

ていると指摘できる。 
 また，医療者の「専門職連携能力」においては，すべての仕事現場においての連携で

の「協働的能力」（Barr, 1998）が想定されているが，現段階の能力研究の検討は，組

織内多職種の仕事現場での能力にとどまっており（Yamamoto et al., 2013），想定され

るすべての仕事現場での連携に焦点を当てた研究が求められる。 
 このように，連携に関する能力にも触れられているが，結果として身につけている能

力であって，学習のリソースとして連携が捉えられているわけではない。なお，経験と

いった学習のリソースへの言及は射程外であるためか言及されていない。  
 
2.8. 先行研究の整理と課題 
 本研究では，仕事現場という学習の場においての経験や他者との連携といった学習の

リソースを通した個人の学習の成果に焦点を当て，経験学習研究，状況的学習研究，水

平的学習研究，熟達研究，能力研究の順に検討してきた。以下，各研究領域での蓄積を，

学習の場，学習のリソース，学習の成果の枠組みに沿って整理していく。 
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 2.8.1. 各研究領域の特徴と蓄積 

 経験学習研究では，個人の経験と学習に焦点が当てられているためか，Jarvis（1987）
が，その人の状況から経験が生じるという視点を明示した学習プロセスモデルを提唱し

ていることを除いて，学習の場についての言及はほとんどなかった。しかし，重要な学

習のリソースとして経験が捉えられ，十分な研究が重ねられている。個人の経験学習の

プロセスモデルが構築され（Kolb, 1984; Jarvis, 1987），さらに，成長を促す経験の特

性や能力獲得との関係性についても明らかにされている（McCall et al., 1988; 
McCauley et al., 1994）。 
 ただし，もう一つの学習のリソースである連携については，意識変容モデルに他者が

含まれ（Cranton, 1992），上司をロールモデルして学ぶこと（McCall, 1998）に言及

されてはいるものの，一部の研究に限定されており，また，具体的な連携の内実にも触

れられておらず，研究が不足している。 
 また，学習の成果についても，マネージャーは，経験から自信，独立心，知識，関係

性，タフネス，価値観や政治力，謙虚さや，ものの見方を獲得していることや（McCall 
et al., 1988），ベテラン保健師は，困難な事例という経験から地域連携力を，管理職の

経験から関係構築力を身につけており（松尾・岡本, 2013），診療放射線技師は，他職

種との関わりが，キャリア 10 年目までのヒューマンスキルと，キャリア 11 年目以降

のテクニカルスキルとヒューマンスキルを高めていることを明らかにしているように

（松尾他, 2014），少しずつ研究が重ねられているが，これらは一部であり，研究は不

足している。 
 状況的学習研究では，仕事現場こそが学習の場であり，仕事現場での他者との連携を

学習のリソースとして，学習を深めていくという言及や研究が蓄積されている。状況的

学習論が指摘しているコミュニティ内でのメンバー間の連携や実践が学習であるとい

う立場の議論は，仕事現場での学習の解明に欠かせない概念として捉えられる。しかし

ながら，これらの研究で仕事現場として想定されているのは，一つのコミュニティ内や

職場内である。それは，筆者の類型における組織内同職種の仕事現場に限定されている。

そのため，さまざまな連携のタイプをもつ，学習の場全体について研究が蓄積されてい

るとは言えない。 
 また，他者との連携を学習のリソースとして捉え，具体的にどのような支援という形

の連携が学習者の能力向上を生んでいるかの実証的な研究が少しずつ重ねられている

（中原, 2010，濱元, 2012）。しかしながら，もう一つの学習のリソースである経験には

焦点が当てられていないためか言及がほとんどない。また，学習の成果として，獲得し

ている能力も具体的ではなく，研究が蓄積されているとは言えない。 
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 水平的学習研究では，学習の場として，さまざまな仕事現場の想定がなされ，職種や

組織を越えた連携による学習の重要性や，システムモデルにそった言及がなされている

（Engeström, 1987, 1997, 2001, 2004; Beach, 2003 ; Edmondson, 2012）。ただし，さ

まざまな仕事現場での水平的学習によって新たな学習が生まれることや，学習のリソー

スとして，職種や組織を超えた連携の重要性は指摘されてはいるが，具体的な連携の内

実や，学習の成果としての獲得能力の内実についての研究は十分ではない。また，もう

一つの学習のリソースである経験については，焦点が当てられていないためか言及がほ

とんどない。 
 熟達研究では，学習の場に関する言及は見られなかった。しかし，経験によって熟達

を深めていくプロセスには，初心者から熟達者への段階があることや（Dreyfus, 1983; 
Benner, 1984; 郡山, 2006），熟達するには経験の質が重要であること（Ericsson et al., 
1993），熟達には 10 年という一定の期間が必要であること（Ericsson, 1996）が明らか

にされている。また，キャリア段階によって獲得されている能力に違いがあることと，

キャリア段階によって能力の獲得を促す経験に違いがあることが明らかにされている

（松尾•岡本，2013; 松尾他, 2014）。 
 このように，学習のリソースとしての経験や，学習の成果として得られている能力の

研究は蓄積されている。しかし，学習のリソースとしての連携については，診療放射線

技師が，他職種との関わりによって，熟達していることを除いて（松尾他, 2014），言

及されていない。 
 能力研究では，知識やスキルといった学習の成果についての研究が数多く蓄積されて

いる。また能力の内実について，カテゴリーのみでなく詳細な要素や項目が明らかにさ

れている（Mintzberg, 1973; Katz, 1955; Wagner and Sternberg, 1985; Wagner, 1987, 
1991; 楠見, 2012）。また，連携に関する能力についての研究（Flin et al., 2008; Barr, 
1998; Yamamoto, 2011）にも取り組まれ始めているが，現段階では十分ではない。な

お，学習の場や，経験という学習のリソースについては能力研究の射程外であるためか

言及されていない。 
 以上の各領域での研究の蓄積の現状は表 7 のように整理できる。 
 経験学習研究では，学習の場を対象とした研究はほとんどなく，経験を学習のリソー

スとした研究は十分であるが，連携を学習のリソースとした研究や，学習の成果につい

ての研究は不足している。 
 状況的学習研究では，学習の場や連携を学習のリソースとした研究は多いが，一つの

コミュニティ内を対象としているため，仕事現場全体を学習の場として考えた場合には

研究が十分であるとは言えない。また，学習の成果に関する研究は不足しており，経験



仕事現場における連携と学習 
: 救急救命士を対象とした実証研究 

 49

を学習のリソースとした研究はほとんどない。 
 

表 7 仕事現場における学習に関する各研究領域での蓄積 

 
   
 水平的学習研究では，状況的学習研究での一つのコミュニティ内での学習を拡張して

いるため，様々な仕事現場を学習の場として捉え，言及している研究は十分ある。しか

しながら，経験を学習のリソースとした研究はほとんどなく，連携を学習のリソースと

した研究や，学習の成果に関する研究は不足している。 
 熟達研究では，学習のリソースである経験を対象とした研究が十分蓄積されており，

学習の成果に関する研究も多くなされている。しかし，学習の場や，学習のリソースと

して連携を捉えた研究はほとんどない。 
 能力研究では，学習の成果についての研究は十分蓄積されているが，学習の場や学習

のリソースを対象とした研究はほとんどない。 
 本研究では，仕事現場という学習の場での学習プロセスを解明していくには，経験学

習研究，状況的学習研究，水平的学習研究，熟達研究，能力研究それぞれの研究領域が

対象としている範囲や特徴を捉えることが重要であると考え整理したが，改めてこれら

の各研究領域での成果を統合して，仕事現場における学習を検討する必要があることを

確認することができた。 
 

 2.8.2. 仕事現場の類型ごとの連携に関する研究蓄積の現状 

 さらに，学習の場である仕事現場の形態について，連携の対象となる他者との専門性

の相違である職種と，連携の範囲が通常属している組織かどうかによって，「組織内同

職種」，「組織間同職種」，「組織内多職種」，「組織間多職種」の 4 つの仕事現場に類型し，

先行研究の現状を整理する。 
 経験学習研究では，組織内同職種での連携を対象にした研究に関するキーワードとし

て，「上司」（McCall et al.,1988）がある。また，「権限がないところでの関係」（McCall 

研究領域   
学習の場 

(仕事現場)  

学習のリソース   学習の成果 
(能力)   (経験)   (連携)   

経験学習研究   -   +++   +   +   

状況的学習研究   ++   -   ++   +   

水平的学習研究   +++   -   +   +   

熟達研究   -   +++   -   ++   

能力研究   -   -   +   +++   
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et al.,1988），「部門を超えて連携する経験」といった組織間同職種や，「関係構築力」（松

尾・岡本, 2013）や「他職種との関わり」（松尾他, 2014）といった組織内多職種，さら

に，「地域連携力」（松尾・岡本, 2013）といった組織間多職種での学習を検討している

ものがある。 
 状況的学習研究では，｢実践共同体｣（Lave and Wenger, 1991），｢正統的周辺参加｣

（Lave and Wenger, 1991），｢認知的徒弟制｣（Collins et al., 1989），｢仕事の中での学

習｣（上野, 1999），｢関わりあう職場｣（鈴木, 2013），｢職場における他者からの支援｣

（中原, 2010），｢先輩看護師からの効果的な関わり｣（濱元他, 2012）と多数の研究が蓄

積されているが，組織内同職種の仕事現場での議論にとどまっている。上野（1999）
が，状況的学習論の持つ，適応過程の意味合いが強い傾向を批判し，連携の対象や範囲

を越えて検討していくことの重要さを指摘している通り，職種や組織を越境する，組織

間同職種，組織内多職種，組織間多職種での連携がなされている仕事現場での学習つい

て検討が進められる必要がある。 
 水平的学習研究では，｢活動システム｣（Engeström, 1987），｢包含変移｣（Beach, 2003）
といった組織内同職種，｢拡張的学習｣（Engeström, 1997），｢相互作用する活動システ

ム｣（Engeström, 2001），｢相互変移｣（Beach, 2003）といった組織間同職種，｢学習の

水平的次元｣ （Engeström, 1997），｢包含変移｣（Beach, 2003）といった組織内多職種，

｢相互変移｣ （Beach, 2003）といった組織間多職種の全ての仕事現場についての言及が

なされ，多様な連携が想定されている。ただし，前項でも確認したように，それぞれの

仕事現場で学習のリソースとなる具体的な連携の内実や，学習の成果である獲得能力の

内実についての研究は十分ではない。 
 熟達研究では，経験学習研究と同様に，組織間同職種や（松尾, 2013），組織内多職

種（松尾他, 2014），組織間多職種の仕事現場での学習を対象としていると捉えること

ができる検討がある（松尾•岡本, 2013）。 
 能力研究では，連携する能力に関わると考えられるマネージャーの対人能力について，

「対人的役割」（Mintzberg, 1973），「ヒューマンスキル」（Katz, 1955），「他者管理」

（Wagner and Sternberg, 1985; Wagner, 1987, 1991），「他者管理・ヒューマンスキル」

（楠見, 2012），ノンテクニカルスキルの一部である「コミュニケーション」，「チーム

ワーク」，「リーダーシップ」（Flin et al., 2008）といったように十分な研究が蓄積され

ている。しかし，これらのうちの「対人的役割」（Mintzberg, 1973）では組織間同職種

の視点を含んでいるが，他は組織内同職種の視点のみで検討されていると指摘できる。

また，医療者の「専門職連携能力」においては，すべての仕事現場における連携に関わ

る「協働的能力」（Barr, 1998）が想定されているが，現段階での検討は組織内多職種



仕事現場における連携と学習 
: 救急救命士を対象とした実証研究 

 51

での連携能力にとどまっており（Yamamoto, 2013），想定されたすべての仕事現場で

の連携能力に焦点を当てた研究が求められる。 
 以上確認したように，仕事現場の類型ごとに，経験学習研究，状況的学習研究，水平

的学習研究，熟達研究，能力研究での連携に関する研究の蓄積を，以下のようにキーワ

ードによって整理することができる（表 8）。 
  

表 8 仕事現場の類型ごとの連携に関する研究蓄積の現状 

 

 
 表 8 からわかるように，組織内同職種の仕事現場を対象とした研究が，連携に関する

研究の蓄積の多くを占めている。また，その各研究も，「実践共同体」（Lave and Wenger, 
1991）や，「活動システム」（Engeström, 1987）といった理論研究のみでなく，「関わ

りあう職場」（鈴木, 2013），｢職場における他者からの支援｣（中原, 2010），「先輩看護

師からの効果的な関わり」（濱元他, 2012）といったような，連携を学習のリソースと

して捉えた実証研究が蓄積されている。 
 しかしながら，他の仕事現場における研究は十分であるとは言えない。まず，能力研

究によって，組織間同職種，組織内多職種，組織間多職種に必要な能力の検討は進めら

れているが，その能力が，どのような学習のリソースから獲得されているか，その経路

通常属する組織   通常属していない組織   

同職種   

組織内同職種   
経験学習研究 
･｢上司｣   M

c
Call   et  al.1988)       

状況的学習研究 
･｢実践共同体｣｢正統的周辺参加｣   La ve   an

d

   Wen

g

er(1991)   
･｢認知的徒弟制｣   Co llins   et

 
  al.

(
1989)   

･｢仕事の中での学習｣   上野(1999)   
･｢関わりあう職場｣   鈴木(2013)   
･｢職場における他者からの支援｣   中原(2010)   

･｢先輩看護師からの効果的な関わり｣   濱元他(2012)   
水平的学習研究 
･｢活動システム｣   En geström(1987)       
･｢包含変移｣   B

e
ach(2003)   

能力研究 

･｢対人的役割｣   Mintzberg(1973)   
･｢ヒューマンスキル｣   Ka tz(1955)   
･｢他者管理｣Wagner   a

n

d   St

e

rnberg(1985),Wagner(1987,1991)   

･｢他者管理•ヒューマンスキル｣   楠見(2012)   
･｢コミュニケーション,チームワーク,リーダーシップ｣   
Flin   e

t

   al

.

(2008)   
･｢協働的能力｣   Ba rr(1998)   

組織間同職種   
経験学習研究，熟達研究 
･｢権限がないところでの関係｣   Mc Cauley    et   al.(1994)   

･｢部門を超えて連携する経験｣   松尾(2013)   
状況的学習研究 
･｢仕事の中での学習｣   上野(1999)   
水平的学習研究 
･｢拡張的学習｣   En geström(1997)   
･｢相互作用する活動システム｣   En geström(2001)   

･｢相互変移｣   B

e

ach(2003)   
能力研究 
･｢対人的役割｣   Mintzberg(1973)   
･｢協働的能力｣   Ba rr(1998)   

   

他職種   

組織内多職種   
経験学習研究，熟達研究 
･｢関係構築力｣松尾･岡本(2013)   

･｢他職種との関わり｣   松尾他(2014)   
水平的学習研究 
･｢学習の水平的次元｣   En geström(1997)   
･｢包含変移｣   B

e
ach(2003)   

能力研究 
･｢協働的能力｣   Ba rr(1998)   

･｢チーム運営のスキル，チームの凝集性を高める態度，

チームの目標達成のための行動｣   Yamamoto   et    al

.

(2013)   

組織間多職種   
経験学習研究，熟達研究 
･｢地域連携力｣   松尾･岡本(2013)   

水平的学習研究 
･｢相互変移｣   B

e
ach(2003)   

能力研究 
･｢協働的能力｣   Ba rr(1998)   

連携対象   

連携範囲   
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の解明は不十分である。例えば，経験学習研究や熟達研究の分野で，組織間同職種にお

いて，「権限がないところでの関係」（McCauley et al., 1994），｢部門を超えて連携する

経験｣（松尾, 2013），組織内多職種において，「他職種との関わり」（松尾他, 2014）と

いったように連携を学習のリソースとしてとらえた実証研究に取り組まれているが十

分ではない。また，「拡張的学習」「学習の水平的次元」（Engeström, 1997），「相互作

用する活動システム」（Engeström, 2001），｢相互変移｣「包含変移」（Beach, 2003）と

いったような理論研究によって概念が提示された段階にとどまっている。 
 何よりも組織間多職種の仕事現場については，研究がほとんどなされていない。医療

専門職者同士の連携による能力の育成が注目され，Engeström もまた，医療ケアに代

表されるような協働構成的な仕事を遂行する上で，閉ざされた領域で体系的な専門知識

のみを習得する垂直的な学習だけでは不十分であり，部門や組織を越えて協働し，問題

を解決する水平的学習が必要であると指摘している（Engeström, 2004）。しかしなが

ら，こうした他職種と関わる水平的学習の経験が，どのような能力の獲得に影響してい

るかについては，松尾らの研究によって看護師（松尾ら, 2008），保健師（松尾ら, 2013），
診療放射線技師（松尾ら, 2014）で一部触れられているものの，未だ十分に検討されて

いない。 
 

 2.8.3. 残されている研究課題 
 以上の先行研究の整理から，以下の 4 つの残されている課題を指摘することができる。 
 第 1 に，仕事現場ごとの学習についての検討が必要であることが確認された。これま

での研究では，以上見てきた通り，仕事現場における学習を対象としたものと捉えるこ

とができるが，学習者が通常属する組織内と組織間，同職種と他職種間といった仕事現

場の形態が区別されず議論されている。しかしながら，現代社会の仕事現場は，

Edmondson（2012）や，Engeström（2008）が指摘しているように多様である。その

ため，本章では，仕事現場として想定される組織内同職種，組織間同職種，組織内多職

種，組織間多職種の 4 つの仕事現場を想定し先行研究を整理した。そうすることによっ

て，組織内同職種の仕事現場を対象とした研究は蓄積されているが，組織間同職種，組

織内多職種，組織間多職種の仕事現場を対象とした研究が不足していることを明らかに

した。それぞれの仕事現場では，それぞれの連携があり，それぞれの能力の獲得がある

はずである。仕事現場の形態を意識的に区分して分析し，多様な現代の仕事現場におけ

る学習を明らかにしていく必要がある。 
 第 2 に，学習の成果である能力が，どのように獲得されているかのプロセスが十分明

らかにされていないことである。能力研究の蓄積の多さからわかるように，能力自体の
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検討はたくさんなされている。しかしながら，その能力が具体的にどのような連携から

生まれているものなのかということは十分明らかにされていない。経験が学習のリソー

スとしてどのような能力獲得を生んでいるかについては，熟達研究を中心に少しずつ蓄

積されている（McCall et al., 1988; McCauley et al., 1994）。しかし，もう一つの学習

のリソースとして考えられる連携による能力獲得についての研究は，ほとんどなされて

おらず，中原（2010）や松尾他（2014）によって一部検討されているくらいである。

第 1 の残されている課題でも示したとおり，様々な仕事の現場では，様々な組織や職種

との連携がある。多様な連携が重要視されているに関わらず，その連携を学習のリソー

スとして，どのような能力獲得が生まれているかが明らかにされていない。様々な仕事

現場で，どのように連携が学習のリソースとして働き，能力獲得を生んでいるのか，そ

の関係性について解明することが必要である。 
 第 3 に，学習のリソースの一つとして考えられる連携の内実が不明確である。｢関わ

りあう職場｣（鈴木, 2013）が支援と勤勉と創意工夫を職場のメンバーに促すことや，「他

職種との関わり」（松尾他, 2014）が，診療放射線技師のキャリア 10 年目までの「ヒュ

ーマンスキル」，11 年目以降の「テクニカルスキル」を高め，11 年目以降において上司・

先輩からの指導が両スキルを高めていることが明らかにされている。しかしながら，「関

わりあう」や「関わり」は，連携全体を示す言葉であり，具体的な連携の内実は示され

ていない。連携のより具体的な内実を示した研究としては，職場での他者からの支援（中

原, 2010）や先輩看護師からの効果的な関わり（濱元, 2012）のように，組織内同職種

の仕事現場の分析から少しずつ研究が進められている。しかし，研究の蓄積は十分であ

るとは言えず，また，こういった支援，指導のみでなく，協力や協働，観察や模倣，相

談，議論，情報交換等，さまざまな連携の内実も想定される。さらに，組織間同職種や

組織内多職種，組織間多職種のそれぞれの仕事現場での具体的な連携の内実も検討され

ていない。第 2 の残されている課題において，連携と能力獲得の関係性についての研究

が求められることを指摘したが，さらにどのような具体的な連携が学習のリソースとし

て作用し，どういった能力の獲得を促しているのかについて明らかにされる必要がある。 
 第 4 に，残されている研究課題として，仕事現場における学習の全容を包括するプロ

セスモデルが構築されていないことが指摘できる。経験学習研究において，個人の経験

学習のプロセスモデルは提示されているが（Kolb, 1984; Jarvis, 1987; Cranton, 1992），
状況的学習や水平的学習という視点を十分に配慮に入れた，様々な仕事現場での学習プ

ロセス全体を包括するモデルは構築されておらず，断片的な解明しかなされていない。

先行研究の整理によって，個人は，組織内同職種や組織間同職種，組織内多職種，組織

間多職種という様々な仕事現場において，連携を学習のリソースとして能力を獲得し，
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その能力をもとに，新たな仕事現場において新たな連携を重ね，新たな能力を獲得して

いくという学習のプロセスを想定することができるが，仕事現場における学習の全容を

包括するプロセスモデルは構築されていない。 
 以上 4 点の課題に基づいて，多様な現代の仕事現場で，どのような連携が学習のリソ

ースとして働き，能力向上を生んでいるのかについて解明していくことは，仕事の現場

でのより効果的・効率的な人材育成と，目的達成に貢献する連携への貢献につながって

いくだろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 本研究のリサーチ・クエスチョンと研究方法 
 第 3 章では，第 2 章での先行研究レビューを通じて発見された研究課題に対し，リサ
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ーチ・クエスチョンを設定し，リサーチ・クエスチョンにアプローチするための分析モ

デルを提示する。そして，分析モデルにそって研究を進めるための研究方法について述

べる。  
 
3.1. 本研究のリサーチ・クエスチョンと分析モデル 
 第 2 章では，仕事現場における学習を検討する上での分析の枠組みを整理するため，

経験学習研究，状況的学習研究，水平的学習研究，熟達研究，能力研究についてレビュ

ーを行った。その結果，学習のプロセスを検討する上でのモデルや，獲得されている能

力の内実，仕事現場での学習を分析する上の有益な示唆が得られ，これらの各研究領域

での成果を統合して，仕事現場における学習を検討する必要があることを確認すること

ができた。 
 しかし一方で，仕事現場の形態が配慮されず，組織内同職種の仕事現場を対象とした

研究がほとんどであること，連携が学習のリソースとして捉えられておらず，仕事現場

で行われている連携と能力獲得の関係性はほとんど検討されていないこと，また，具体

的な連携の内実の検討が不足していること，そして，仕事現場での学習プロセス全体を

包括するモデルが未構築であること，といったように，仕事現場における学習について

は，断片的な解明しかなされていないことが明らかとなった。 
 以上の検討をもとに，本研究では，以下のようにリサーチ・クエスチョンを設定する。

リサーチ・クエスチョンを明らかにすることで，仕事現場における連携と学習のプロセ

スの解明に迫りたい。 
 
RQ1：仕事現場における連携は、どのように能力獲得と関係しているのか 

RQ2：連携と能力獲得の間には、どのような学習プロセスが存在するのか 

 
 これら 2 つのリサーチ・クエスチョンを，分析モデルとして図示したものが図 12 で

ある。 
 
 まず，RQ1「仕事現場における連携は、どのように能力獲得と関係しているのか」に

関して，定量的分析によって明らかにする。まず，救急救命士は，学習の成果としてど

のような能力を獲得しているのかを，因子分析によって明らかにする（第 4 章第 1 節第

1 項）。そして，その能力がどのような連携も含めた経験から獲得されているのか，経

験と能力獲得の関係性について，重回帰分析を用いて明らかにする。そして，その経験

のうちの，他者と対面で関わる経験である連携を選択して検討することで，連携と能力
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獲得の関係性を解明する（第 4 章第 1 節第 2 項）。そこでは分析の視点として，様々な

仕事現場を想定して検討する。 
 

図 12 本研究の分析モデル 

 
 

 そして，RQ1 で明らかになった連携と能力獲得の関係性をもとにして，自由記述お

よびインタビュー調査を，定性的に分析し，能力獲得をもたらす具体的プロセス，つま

り，RQ2「連携と能力獲得の間には、どのような学習プロセスが存在するのか」を解明

する（第 5 章）。ここでも，各仕事現場を意識的に区分し，その仕事現場ごとに検討す

る。 
 さらに，定量的分析，定性的分析によって明らかとなった事実を整理し，仕事現場に

おける学習の全容を包括するプロセスモデルを検討し，本研究の理論的・実践的含意を

示すとともに，残された課題と今後の展開を述べる（第 6 章）。 
 以上の分析モデルにそって，2 つのリサーチ・クエスチョンを明らかにし，仕事現場

における連携と学習のプロセスの解明に迫っていく。 
 
3.2. 本研究の対象 
 以上のリサーチ・クエスチョンを明らかにするために，本研究では対象として救急救

命士を選定した。以下，救急救命士について触れておく。 

 本研究で対象とする，救急救命士とは，救急医療の最前線を担う医療専門職である。 

また，そのほとんどが市区町村といった自治体に所属する公務員である。 
 救急現場での傷病者に対する処置，適切な搬送先医療機関の選定，医療機関への迅速

な搬送，搬送途上における処置等を行う。事故や災害の現場，急病で苦しむ傷病者のも

とへ救急車で駆けつけ，素早く医療機関に搬送するのが救急隊の業務である。救急救命

士はその救急隊に属し，傷病者を医療機関へ搬送する途上において，医師の指示（メデ

ィカル・コントロール体制）のもと，救急救命処置を行っている（白石, 2006）。 

学習の場(仕事現場) 

 

学習のリソース   
（連携）   

学習の成果   
(能力)   

RQ1 
第4章1.1. 

RQ1 
第4章1.1. 

RQ1 
第4章1.2. 

RQ2 第5章 

第6章 
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 救急救命士資格は，病院到着前の救急救命処置（プレホスピタル・ケア）の需要増加

に対応し 1991年の救急救命士法制定により導入された，比較的新しい国家資格である。

それまで救急隊員は搬送中に医療行為を行うことができなかった。のち，プレホスピタ

ル・ケアの充実と救命率の向上を図るために，気管挿管（2004 年），薬剤投与（2006
年）など「特定行為」が拡大され，救急救命士に求められる能力はますます高度化して

いる（德永, 2008）。 
 こうした能力の高度化・広範化が求められるなかで，救命救急士の能力育成をめぐり，

その養成のあり方（西園, 2011），資格取得後の再教育（仲村他, 2010），病院実習の現

状（加藤・鈴木, 2008），専門職としての認識（石橋・最所, 2013）に関する研究が少し

ずつ取り組まれるようになった。しかしながら，救急救命士が仕事現場での経験や連携

を通して，どのような能力を身につけ，学習しているかに関する研究は見当たらない。

次々と高度化・広範化していく要請に応えるため，養成期間を終えた仕事現場での経験

や連携から学習を続けていくことが求められるが，そのプロセスは検討されていない。 
 第 2 章で見てきたように，Dewey（1938）によって提唱された経験学習は，教育学

分野のみでなく経営学分野においても研究が重ねられ，McCall et al（1988）によって

経験と得られる教訓の関係性，McCauley et al.（2009）や DeRue and Wellman（2009）
によって成長を促す経験の質，Ericsson（1996）や松尾（2008）によって熟達に必要

な経験年数が検討されてきた。 
 医療専門職者の経験学習については，松尾らが看護師（松尾他, 2008），保健師（松

尾他, 2013），診療放射線技師（松尾他, 2014）のキャリア段階を区分し検討することで，

各キャリア段階において経験と獲得能力に違いがあることを明らかにしている。このよ

うに医療専門職者の経験学習は徐々に明らかにされつつあるものの，救急救命士につい

てはほとんど解明されていない。 
 また，救急救命士は，救急医療を円滑におこなうために，救急隊員間の連携のみでな

く，医師や看護師（山本ら, 2005，薬剤投与をめぐる薬剤師との連携（荒井, 2012）な

ど，各専門職の領域を超えた多職種での連携も求められている。 
 病院内とは異なった環境下で行われる救急業務では，3 名で構成される救急隊のメン

バーである隊長・隊員と救急車を運転する機関員，消防署での通信司令員，メディカル・

コントロール体制下での医師，搬送病院の看護師といった専門職と連携している。こう

した急病のみでなく火災や交通事故，自然災害といった様々な現場での救急業務では，

自隊のメンバーのみでなく，他の自治体の救急隊や消防隊，警察や自衛隊，DMAT
（Disaster Medical Assistance Team: 災害派遣医療チーム）等といった，他の関係機

関との連携も求められる。 
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 また，病院内での救命医療チームのメンバーとして，医師，看護師，診療放射線技師，

臨床検査技師，臨床工学技士（薬剤師，医療ソーシャルワーカー，管理栄養士，作業療

法士，診療情報管理士，精神保健福祉士）といった医療専門職とも連携している。 
 このように，救急救命士は，日々の業務での経験や，実際の事例をもとにした実践的

な訓練によって，能力を向上させ続けている専門職である。また，救急隊においての同

職種との連携，救命医療チームの一員としての他の医療専門職者との連携，他の消防隊

や警察などの他地域・他機関の専門職者との連携といったように，仕事の現場ごとの

様々な連携形態のもとで，多様な専門職と連携して仕事を行っている。そのため，「仕

事現場において，連携はどのように能力獲得と関係しているのか」，「連携と能力獲得の

間には、どのような学習プロセスが存在するのか」という本研究のリサーチ・クエスチ

ョンを解明する対象としてふさわしいと考える。 

 なお，本研究で分析の対象とする救急救命士は，次節で詳細にふれるが，救急救命士

の中でもとくに熟達している集団であるというデータの偏りがある。 
 また，本研究では，自己評価による調査票を分析の対象とし，成果や外部からのパフ

ォーマンス評価ではないため，データに偏りが生じることが避けられない。しかし組織

において一定以上の評価を受けている熟達者の集団である。調査の手法が自己評価であ

ることに限界性はあるが，一定の他者評価を受けているため，自己評価に全く信頼がお

けないというデータではないことが指摘できる。  
 
3.3. 第 4 章 定量的研究の方法 
 それでは，第 4 章の定量的研究の方法について述べる。第 4 章では，RQ1「仕事現

場における連携は、どのように能力獲得と関係しているのか」について検討していく。

自由記述式質問紙による予備調査によって質問紙を作成し，それを活用し本調査として

選択式質問紙調査を行い，得られた量的データを統計解析した。 
 

 3.3.1. 予備調査 

 一般社団法人救急振興財団主催の救急救命士を対象とした研修に参加する予定の救

急救命士に対し，自由記述式の質問紙調査を実施した。 
 対象者の属性は，男性 124 名，救急隊としての経験は 11 年から 34 年であった。キ

ャリア段階を「1〜10 年目」，「11 年目〜現在」の 2 つに分けた上で，「救急隊員として

大きく成長するきっかけとなった具体的な経験（出来事）」と，「その経験からどのよう

な知識・スキル・考え方を学んだのか」について自由に記入するよう依頼した。 
 自由記述の内容は，グラウンデッド・セオリー・アプローチのコード化の手法を参考
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に抽象化し整理した（Strauss and Corbin, 1998）。その結果，救急救命士の能力は 19
カテゴリーに，経験は 27 カテゴリーに分類された。 
 

 3.3.2. 本調査 

 2014 年の 4 月に，予備調査をもとに作成した能力 19 項目，経験 27 項目について尋

ねる質問紙調査を実施した。調査対象者は，前述の研修会に参加した救急救命士として

の経験年数 11 年以上の者である。 
 キャリア段階を，熟達研究で検討されている 10 年ルールにそって，「救急隊員となっ

てから 1〜10 年目」と「11 年目から現在」に分けた上で，それぞれの時期における経

験と獲得した能力について，ふりかえって想起し回答するよう依頼した。経験について

は，「以下に挙げる出来事に，あなた自身がどのくらい関わりがあったか（あるいは関

わりがあるか）」を 5 段階評価によって（強く関わりがあった⑤⇔①全く関わりがなか

った），能力については，「以下に挙げる知識・スキル・能力が自分の中でどのくらい向

上したか（または向上しているか）」を 5 段階評価で回答するよう依頼した（大変向上

した⑤⇔①全く向上しなかった）。 
 回収した 121 名から不適切な回答及び欠損値を除き，最終的に 107 名の対象者の回

答を分析対象とした（有効回答率 88.4%）。なお，データ分析には SPSS22.0 を使用し

た。 
 回答者の救急隊員としての経験年数は 13 年から 33 年であり，平均 21.3 年（標準偏

差 4.3 年），救急救命士資格取得後年数は 11 年から 21 年であり，平均 14.9 年（標準偏

差 2.0 年）であった。性別は男性 100%，年齢は，30 歳代 4.7%，40 歳代 73.8%，50
歳代 21.5%であった。職位は，隊員 0.9%，主任・分隊長 17.8%，係長・小隊長 72.9％，

出張所長・中隊長級以上 8.4%であった。回答者が所属している自治体の規模は，人口

10 万人未満の市区町村 31.8%，人口 10 万人から 30 万人の市区 33.6%，人口 30 万人

以上の市区 10.3%，中核市 16.8%，政令指定都市 8 名 7.5%であった。 
 以上から伺える回答者の特性として，経験年数の平均は 21.3 年であり，年齢も 40
歳代が 73.8%と非常に多く，50 歳代の 21.5％を加えると 95.3％となり，キャリアを十

分に積んでいる熟達者が多いことがわかる。そのため，救急救命士の中でもとくに熟達

している回答者の集団であるというデータの偏りがある。 
 また，本研究では，自己評価による調査票を分析の対象とし，成果や外部からのパフ

ォーマンス評価ではないため，データに偏りが生じることが避けられない。しかし本研

究の対象者の職位は，最も多いのが係長・小隊長の 72.9％であり，それ以上の職位の

8.4％も加えた 81.3％が管理職である。そのため，組織においても一定以上の評価を受
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けている熟達者の集団であることがわかる。調査の手法が自己評価であることに限界性

はあるが，一定の他者評価を受けているため，自己評価に全く信頼がおけないというデ

ータではないことが指摘できる。  
 

 3.3.3. 倫理的配慮 

 予備調査，本調査ともに，対象者には事前に口頭および書面にて，調査の趣旨や調査

協力の任意性，匿名性，結果の公表について説明を行い，調査票の提出をもって研究協

力への同意を得た。 
 
3.4. 第 5 章 定性的研究の方法 
 第 5 章は，RQ2「連携と能力獲得の間には、どのような学習プロセスが存在するのか」

について，第 4 章で明らかにされた連携と能力獲得の関係性をもとにして，自由記述式

質問紙およびインタビュー調査で得られた質的データを分析した。 
 

 3.4.1. 分析の方法 

 124 名の救急救命士に対し，自由記述式の質問紙調査を実施した。この自由記述式の

質問紙調査は，第 4 章の量的調査での質問紙を作成するにあたっての予備調査としてお

こなったものであるが，連携をリソースとした学習のプロセスを検討するうえで，非常

に有効なデータであるため分析の対象とした。 
 また，1 名の救急救命士に対し，インタビュー調査を実施している。インタビューの

内容は，IC レコーダーで録音し逐語録を作成した。 
 自由記述及びインタビュー調査の逐語録といった質的データは，グラウンデッド・セ

オリー・アプローチのコード化の手法を参考に分析した（Strauss and Corbin, 1998）。
一文ごとにコードを付け，連携による学習に関する言及を抜粋し，内容を抽象化しつつ

概念の検討を重ねカテゴリーの作成を行った。 
 なお，本文中の自由記述及びインタビューに関する記述のアンダーラインは，当該概

念に関係が深いと思われる箇所に著者が引いたものである。 
 以上，自由記述式質問紙調査とインタビュー調査の，2 つの質的データの検討によっ

て，連携をリソースとした学習の具体的なプロセスに迫る。 
 3.4.2. 分析の対象 

 3.4.2.1. 自由記述質問紙調査の対象と倫理的配慮 

 一般社団法人救急振興財団主催の救急救命士を対象とした研修に参加する予定の救

急救命士に対し，自由記述式の質問紙調査を実施した。 
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 対象者の属性は，男性 124 名，救急隊としての経験は 11 年から 34 年であった。キ

ャリア段階を「1〜10 年目」，「11 年目〜現在」の 2 つに分けた上で，「救急隊員として

大きく成長するきっかけとなった具体的な経験（出来事）」と，「その経験からどのよう

な知識・スキル・考え方を学んだのか」について自由に記入するよう依頼した。 
 倫理的配慮として，対象者には事前に口頭および書面にて，調査の趣旨や調査協力の

任意性，匿名性，結果の公表について説明を行い，調査票の提出をもって研究協力への

同意を得た。 
 

 3.4.2.2. インタビュー調査の対象と倫理的配慮 

 インタビュー調査は，平成 27 年 9 月 16 日に約 40 分，インタビュー対象者（以下，

A 氏とする）の勤務先の会議室で実施した。 
 インタビュー調査の対象である A 氏は，48 歳の男性で，1988 年に消防署に入職し，

1990 年に都道府県の消防学校を卒業し，消防隊員の資格を得た。2001 年に救急救命士

国家資格に合格し，救急救命士として 14 年目のキャリアを持つ。 
 質問項目は，①キャリア初期で自身の成長のきっかけになった経験，②キャリア 10
年以降で自身の成長のきっかけになった経験，③同職種や他職種との連携はどのように

自身の成長のきっかけとなっているのかについてである。 
 倫理的配慮として，対象者には事前に口頭および書面にて，調査の趣旨や調査協力の

任意性，匿名性，結果の公表について説明を行い，調査協力への同意を得た。また，対

象者の負担を軽減させるため，インタビューガイドにそった半構造化面接の方法を採用

し，調査者である筆者が用意した質問項目を中心に回答する形で行われた。 
 以下のインタビューに関する記述は，内容や文脈を変換させることなく筆者が要約し

たものであり，また個人情報が特定されるような情報は削除している。 
 
 
 
 
 
 
4. 連携と能力獲得の関係性 
 第 4 章では，RQ1「仕事現場における連携は、どのように能力獲得と関係しているの

か」に関して，質問紙調査を分析し明らかにする。 
 まず，救急救命士は，学習の成果としてどのような能力を獲得しているのかを，因子
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分析によって明らかにする。そして，その能力が，専門職者同士の連携も含めた，どの

ような経験から獲得されているのか，つまり経験と能力獲得の関係性について，重回帰

分析を用いて明らかにする。そして，その経験のうちの，他者と対面で関わる経験であ

る連携を選択して検討することで，連携と能力獲得の関係性を明らかにする。そこでは

分析の視点として，様々な仕事現場を想定して検討する。 
 
4.1. 定量的分析の結果 

 4.1.1. 救急救命士が獲得している能力 

 救急救命士の能力について，キャリア段階ごとに因子分析（主因子法・直接オブリミ

ン回転）を行った。 
 分析の過程で，いずれの因子への因子負荷量も 0.4 以下であった「地域住民への情報

発信能力」と「地域医療のあり方の理解」の 2 項目を除外した。 
 その結果，1〜10 年目までの能力については，2 因子が抽出され，第 1 因子は「救命

活動スキル」，第 2 因子は「マネジメントスキル」と解釈した（表 9）。因子内項目群の

内的整合性を検討するクロンバックα係数は，第 1 因子：α=.953，第 2 因子：α=.845
であり，十分な信頼性を示している。 
 11 年目以降の能力については，3 因子が抽出され，第 1 因子は「救命活動ノンテク

ニカルスキル」，第 2 因子は「救命活動テクニカルスキル」，第 3 因子は「マネジメント

スキル」と解釈した（表 10）。キャリア 11 年目以降の各因子のクロンバックα係数も，

第 1 因子：α=.926，第 2 因子：α=.812，第 3 因子：α=.779 と，十分な信頼性を示す

結果となった。なお，救命活動ノンテクニカルスキルという因子名は，Flin et al.（2008）
のノンテクニカルスキルの議論を参考に設定した。Flin らによると，ノンテクニカル

スキルには，コミュニケーション，チームワーク，情報認識，意思決定も含まれており，

第 1 因子を「救命活動ノンテクニカルスキル」と解釈することは妥当であると考える。 
 また，1〜10 年目までの「救命活動スキル」は，11 年目以降の「救命活動ノンテク

ニカルスキル」と「救命活動テクニカルスキル」を形成する項目を合わせたものとなり，

「マネジメントスキル」は，両キャリア段階で変わらず同じ項目で構成されていた。 
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表 9 1〜10 年目までの救急救命士の能力：因子分析 

 
  

表 10 11 年目以降の救急救命士の能力：因子分析 

 

変数

第1因子：救命活動スキル（α=.953）

・救急救命士としての責任感・使命感 .896 -.112

・資機材の機能・操作の理解 .888 -.183

・救急救命士特定行為のスキル .852 .014

・解剖・疾患・治療の知識 .796 .003

・的確な搬送病院選定の能力 .775 .071

・適切で迅速な処置能力（傷病者の負担やリスクの軽減） .763 .095

・変化する状況への対応力 .704 .174

・傷病者・家族に寄り添う心 .697 -.091

・医師との連携・コミュニケーション能力 .663 .245

・傷病者・家族からの情報収集・コミュニケーション能力 .661 .235

・多角的で正確な観察能力 .647 .264

・同僚との連携・コミュニケーション能力 .546 .198

・他職種との連携・コミュニケーション能力 .540 .256

第2因子：マネジメントスキル（α=.845）

・組織マネジメント力、リーダシップ力 .022 .856

・外部機関・人材とのネットワーク構築力 .032 .732

・学術研究の能力（論文執筆、学会発表含む） .025 .696

・部下・後輩を指導・育成する力 .240 .548

因子寄与 9.27 6.68

第2因子
マネジメント

スキル

第1因子
救命活動

スキル

変数

第1因子：救命活動ノンテクニカルスキル（α=.926）

・多角的で正確な観察能力 .888 .056 -.075

・的確な搬送病院選定の能力 .763 .047 -.102

・傷病者・家族からの情報収集・コミュニケーション能力 .723 -.013 .211

・適切で迅速な処置能力（傷病者の負担やリスクの軽減） .721 .031 .031

・傷病者・家族に寄り添う心 .684 -.009 -.066

・救急救命士としての責任感・使命感 .651 -.001 .008

・医師との連携・コミュニケーション能力 .612 .032 .242

・同僚との連携・コミュニケーション能力 .574 .047 .204

・変化する状況への対応力 .533 .141 .274

・他職種との連携・コミュニケーション能力 .401 .061 .340

第2因子：救命活動テクニカルスキル（α=.812）

・解剖・疾患・治療の知識 .041 .836 -.074

・資機材の機能・操作の理解 .033 .815 -.043

・救急救命士特定行為のスキル .045 .577 .225

第3因子：マネジメントスキル（α=.779）

・組織マネジメント力、リーダシップ力 .029 -.014 .809

・外部機関・人材とのネットワーク構築力 -.092 .179 .676

・部下・後輩を指導・育成する力 .165 .002 .667

・学術研究の能力（論文執筆、学会発表含む） .165 -.082 .473

因子寄与 7.18 3.91 5.42

第1因子

救命活動ノン

テクニカル

スキル

第2因子

救命活動

テクニカル

スキル

第3因子

マネジメント

スキル
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 なお，経験に関する 27 項目についても同様の手続きで因子分析を行ったが，明確な

因子は抽出できず，項目を加除しつつ検討したが，解釈可能な結果は得られなかった。

また，本研究は具体的にどのような経験が能力獲得に影響を与えているかを明らかにす

ることを目的とするため，経験については，因子分析によって類型化せず，各項目で分

析することにした。 
 項目設定の過程は以下の通りである。なお，これらの項目は，従属変数となる各スキ

ルとの相関係数が低いことを確認している。 
 まず，経験と能力獲得との因果関係が逆になりうる項目（例えば「傷病者・家族から

の感謝」，「傷病者・家族からの苦情」，「業務における成功，うまくできた経験」，「業務

における失敗，うまくいかなかった経験」等，能力の有無が経験につながっていると考

えられる項目）を除外した。 
 次に，全回答者が経験している項目（「救急救命士養成のための学校・研修所への入

校・入所」，「救急救命士資格取得に向けた勉強」）及び，回答者の多くが経験していな

い項目（「地域住民に向けたイベントの企画・開催」）を除外した。 
 さらに，相関が高い項目同士で，一方に他方が包括されると判断できる項目（例えば

「研修・講習会への参加」に対する「事例検討会・検証会への参加」，「上司・先輩との

関わり」に対する「上司・先輩からの指導」，「医師との関わり」に対する「医師からの

感謝」と「医師からの苦情」，「組織の異動」に対する「昇任・昇進」）を除外し，最終

的に経験に関する 15 カテゴリーを設定した（表 11，12）。 
 

 4.1.2. 能力と経験との関係性 

 これらの能力が，各キャリア段階において，どのような経験から獲得されているのか

重回帰分析によって検討する。 
 表 9 に示した 1〜10 年目までの 2 つの因子に含まれる項目のスコアの平均値を，そ

れぞれ「救命活動スキル」と「マネジメントスキル」のスコアとした。 
 他に統制変数として，回答者の救急救命士資格取得後年数（年），所属自治体規模（①

人口 10 万人未満の市区町村，②人口 10 万人〜30 万人の市区，③人口 30 万人以上の

市区，④中核市，⑤政令指定都市），職位（①隊員，②主任・分隊長，③係長・小隊長，

④出張所長・中隊長級以上）を分析に加えた。 
 表 11 は，1〜10 年目までの「救命活動スキル」と「マネジメントスキル」を従属変

数として，経験の 15 カテゴリーを独立変数として重回帰分析をおこなった結果である。

全ての VIF（Variance Inflation Factor）の値が 3.1 以下であったため，多重共線性は

生じていないと判断した。 
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表 11 1〜10 年目までの経験と能力の関係性：重回帰分析  

 
 
 キャリア 1 から 10 年目までにおいて，救命活動スキルを高めていたのは，「病院で

の実習」（β=.255），「部下・後輩の指導」（β=.272），「他地域の職員との出会い・情報

交換」（β=.222）,「所属自治体の規模」（β=.212）であった。一方，阻害していたの

は「職場における対立や衝突」（β=−.227）であった。 
 マネジメントスキルを高めていたのは，「他分野の専門家と連携するプロジェクト（協

議会・運営委員会等）への参加」（β=.301），「部下・後輩の指導」（β=.270），「他地域

の職員との出会い・情報交換」（β=.230）であった。 
 以上，病院実習が救命活動スキルを高め，他分野専門職との連携プロジェクトはマネ

ジメントスキルを高めていた。また，部下・後輩の指導と他地域の職員との出会いや情

報交換は，救命活動スキルとマネジメントスキルの両方の能力を高めていた。一方で，

キャリアの早い段階での職場での大きな対立は，救命活動スキルの育成を阻害すること

が示された。 
 表 12 は，キャリア 11 年目以降の「救命活動ノンテクニカルスキル」，「救命活動テ

クニカルスキル」，「マネジメントスキル」を従属変数として重回帰分析をおこなった結

救命活動
スキル

マネジメント
スキル

β β

研修・講習会への参加 .000 .076

病院での実習 .255 ** .011

学会・研究会での発表 .103 .117

上司・先輩との関わり -.017 -.095

部下・後輩の指導 .272 ** .270 **

医師との関わり .037 .043

他職種との関わり .043 -.067

職場における対立や衝突 -.227 ** -.094

他分野の専門家と連携するプロジェクト（協議会・運営委員会等）への参加 .010 .301 **

他地域の職員との出会い・情報交換 .222 * .230 *

激甚災害との直面 .093 .075

重傷・緊急度が高い事案との直面 .138 -.039

身近な人が関わる事案との直面 -.042 .012

職場組織の改善・変革、新しい部門・組織の立ち上げ .017 .107

組織の異動 .063 .038

統制変数

救急救命士資格取得後経験年数 -.060 .042

所属自治体の規模 .212 ** .119

職位 -.068 -.059

調整済 R2 乗 (調整済決定係数) .69 .60

Note: *p<.05; **p<.01; ***p<.001

独立変数
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果である。表 10 に示した 11 年目以降の 3 つの因子に含まれる項目のスコアの平均値

を，それぞれ「救命活動ノンテクニカルスキル」，「救命活動テクニカルスキル」，「マネ

ジメントスキル」のスコアとした。全ての VIF の値が 2.4 以下のため，多重共線性は

生じていないと判断した。 
 

表 12 11 年目以降の経験と能力の関係性：重回帰分析 

 

  
 キャリア 11 年目以降において，救命活動ノンテクニカルスキルを高めていたのは，

「他職種との関わり」（β=.350），「医師との関わり」（β=.289），「組織の異動」（β=.200）
であった。一方，救命活動テクニカルスキルには有意なカテゴリーはなかった。 
 マネジメントスキルを高めていたのは，「職場組織の改善・変革，新しい部門・組織

の立ち上げ」（β=.298），「他分野の専門家と連携するプロジェクト（協議会・運営委員

会等）への参加」（β=.209），「他職種との関わり」（β=.215），「激甚災害との直面」（β

=.165）であった。 
 以上，「医師との関わり」や「組織の異動」が「救命活動ノンテクニカルスキル」を

高め，「職場組織の改善・改革，新しい部門の立ち上げ」や，「他分野の専門家と連携す

救命活動ノンテ

クニカルスキル

救命活動テク

ニカルスキル
マネジメント

スキル

β β β

研修・講習会への参加 .097 .036 .023

病院での実習 -.073 .186 -.095

学会・研究会での発表 -.020 -.050 .111

上司・先輩との関わり -.036 .175 -.060

部下・後輩の指導 .102 -.067 .053

医師との関わり .289 * -.007 .038

他職種との関わり .350 ** .018 .215 *

職場における対立や衝突 -.045 .041 -.001

他分野の専門家と連携するプロジェクト（協議会・運営委員会等） -.040 .062 .209 *

他地域の職員との出会い・情報交換 .117 .086 .097

激甚災害との直面 .029 .092 .165 *

重傷・緊急度が高い事案との直面 .085 .187 .073

身近な人が関わる事案との直面 .075 .048 -.119

職場組織の改善・変革、新しい部門・組織の立ち上げ -.074 -.175 .298 ***

組織の異動 .200 * .074 .063

統制変数

救急救命士資格取得後経験年数 -.047 .026 .135

所属自治体の規模 .151 .009 .115

職位 .017 .103 .060

調整済 R2 乗 (調整済決定係数) .47 .09 .61

Note: *p<.05; **p<.01; ***p<.001

独立変数
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るプロジェクト（協議会・運営委員会等）への参加」，「激甚災害との直面」はマネジメ

ントスキルを高めていた。「他職種との関わり」は，救命活動ノンテクニカルスキルと

マネジメントスキルを同時に高めていた。 
 
4.2. 定量的分析の考察 

 4.2.1. 救急救命士が獲得している能力 

 救急救命士の能力には，「救命活動ノンテクニカルスキル」と「救命活動テクニカル

スキル」を合わせた「救命活動スキル」，ならびに「マネジメントスキル」があると考

えられる。こうした結果は，看護師（松尾他, 2008），保健師（松尾・岡本, 2013），診

療放射線技師（松尾他, 2014）に関するそれぞれの先行研究と比べ多少の違いはあるも

のの，「救命活動ノンテクニカルスキル」と「マネジメントスキル」は，主に「ヒュー

マンスキル」と捉えることができ，「救命活動テクニカルスキル」は主に「テクニカル

スキル」に相当すると考えられるため，類似の能力が抽出されているといえる。 
 ただ，本研究においては，「救命活動スキル」はキャリアの進展とともに，「救命活動

テクニカルスキル」と「救命活動ノンテクニカルスキル」に分化していた（図 13）。 
 

図 13 キャリア段階による能力についての認識の変化 

 
 
 このように，「救命活動スキル」は，キャリアを重ねることによって，救命活動に直

接関わる専門知識と技術である「救命活動テクニカルスキル」と，救命活動を上手くい

かせるための能力である「救命活動ノンテクニカルスキル」とが，別の能力として認識

されていることを示している。 
 第 2 章で示した Flin らによるノンテクニカルスキルの議論では，①状況認識，②意

思決定，③コミュニケーション，④チームワーク，⑤リーダーシップ，⑥ストレスマネ

ジメント，⑦疲労への対処の 7 つのカテゴリーに分けられていた。①状況認識は，「変

化する状況への対応力」や「多角的で正確な観察能力」，②意思決定は，「的確な搬送病

院選定の能力」，③コミュニケーションは，「傷病者・家族からの情報収集・コミュニケ

マネジメントスキル 

救命活動スキル   

11年目以降の 
能力に関する因子 

救命活動   
テクニカルスキル   

救命活動   
ノンテクニカルスキル   

1〜10年目までの 
能力に関する因子 

分化 
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ーション能力」，④チームワークは，「医師・同僚・他職種との連携・コミュニケーショ

ン能力」といったように，こちらもほぼ類似する能力が抽出されている。 
 このように，業務を遂行する上でのテクニカルスキルとノンテクニカルスキルが明確

に別のものとして認識されるためには，救急救命士自身の熟達が必要であることを示し

ていると考えられる。 
 

 4.2.2. 獲得能力と経験との関係性 

 本章では，重回帰分析によって，経験と能力獲得の関係性を検討してきた。その結果，

救急救命士の 10 年目までのキャリアにおいては，「病院実習」が「救命活動スキル」を

高め，「部下・後輩の指導」と「他地域の職員との出会いや情報交換」が，「救急活動ス

キル」と「マネジメントスキル」を同時に高めていた。一方で，「職場における対立や

衝突」は，「救命活動スキル」の獲得を阻害していた。 
 キャリア 11 年目以降においては，「組織の異動」と「医師との関わり」が，「救命救

急ノンテクニカルスキル」を高め，「職場組織の改善・変革や新しい部門組織の立ち上

げ」，「激甚災害との直面」が「マネジメントスキル」を高めていた。また，「他職種と

の関わり」が，「救命活動ノンテクニカルスキル」と「マネジメントスキル」の両方を

同時に高めていた。 
 そして，両キャリア段階で，「他分野の専門家と連携するプロジェクト（協議会・運

営委員会等）への参加」が「マネジメントスキル」を高めていた。以上は以下の通りに

まとめることができる（表 13）。 
  

表 13 救急救命士のキャリアごとの獲得能力と経験の関係性 

 

  
 獲得能力と経験の関係性に関しては，10 年目までのキャリアにおいて，「病院実習」

が救命活動スキルを高めていた。病院実習については，各地で取り組まれている「再教

育」の成果と捉えることができるだろう。 

キャリア 
10年目まで   

救命活動スキル   マネジメントスキル   
○病院での実習 
○職場における対立や衝突（阻害要因）   

○他分野の専門家と連携するプロジェクト（協議会・運
営委員会等）への参加   

○部下・後輩の指導，　○他地域の職員との出会い・情報交換   

キャリア 
11年目以降   

救命活動 
テクニカルスキル   

救命活動 
ノンテクニカルスキル   

マネジメントスキル   

−   
○医師との関わり 
○組織の異動   

○激甚災害との直面 
○職場組織の改善・変革，新しい部門・組織の立ち上げ 

○他分野の専門家と連携するプロジェクト（協議会・運

営委員会等）への参加   

　　　　　　　　○他職種との関わり   
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 また，「部下・後輩の指導」と，「他地域の職員との出会いや情報交換」が，「救急活

動スキル」と，「マネジメントスキル」を同時に高める経験となっている。キャリア初

期ではとくに，他地域の職員も含んだ，同職種と連携して働くが重要であることを示し

ている。しかし，一般的にキャリア初期の能力獲得に大きな影響を与えると予想される

「上司・先輩との関わり」は，予備調査の自由記述において多くの記載があったが，重

回帰分析では，いずれの能力獲得にも影響を与えていない結果となった。このことは，

上司・先輩と関わり，教えられることよりも，部下・後輩に教える方が，能力獲得の機

会として重要であると捉えられていると考えることができる。また，「他職種との関わ

り」も，10 年目までのキャリアにおいては，いずれの能力獲得にも影響を与えていな

かった。 
 11 年目以降のキャリアにおいては，「組織の異動」が，「救命救急ノンテクニカルス

キル」を，「職場組織の改善・変革や，新しい部門組織の立ち上げ」，「激甚災害との直

面」，「他専門職との連携プロジェクト」が「マネジメントスキル」を高めていた。 
 これらは McCauley らが，成長を促す経験として提示した「発達的挑戦

（developmental challenge）」に含まれる，「異動（不慣れな仕事）」，「変化の創出」，

「高いレベルの責任」，「境界を越えて働く経験」と同様のものであると指摘できる。救

急救命士の 11 年目以降についての発達的挑戦の経験は，能力獲得に大きな関係性をも

っていることを示している。また，McCauley らは，こうした挑戦的状況が従来の思考

方法や行動を見直し，新しいやり方を考える機会を提供し，現状の能力と望ましい能力

のギャップを埋めるよう動機づけられるため学習が促進されるとしているが，救急救命

士の経験学習に置いても同様であることが指摘できる。 
 また，常に連携して働く「医師との関わり」が，「救命活動ノンテクニカルスキル」

を高めていた。また，「他職種との関わり」が，「救命活動ノンテクニカルスキル」と「マ

ネジメントスキル」の両方を同時に高めていた。さらに，他地域への救援であり，他の

職種の専門職との連携が求められる，「激甚災害との直面」が「マネジメントスキル」

を高めていた。 
 そして，両キャリア段階で，「他分野の専門家と連携するプロジェクト（協議会・運

営委員会等）への参加」が「マネジメントスキル」を高めていた。 
 以上のような，他の専門職者との関わりは，McCauley らが指摘する発達的挑戦の「境

界を越えて働く経験」と，それにともなう「高いレベルの責任」として考えられる。ま

た自職種の専門という境界を越え，他職種と連携して働くことで，自身の従来の思考方

法や行動を省察し，新しい方法を考え，現状の能力と望ましい能力のギャップを埋め，

能力獲得を生む機会となっていると言える。このように，他の専門職者との連携は，救
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急医療を円滑におこなうために求められているが，それだけでなく，Engeström の言

う水平的学習の機会として作用し，学習のリソースとして作用し，自身の能力獲得を促

していると捉えることができる。 
 一方で，11 年目以降の「救命活動テクニカルスキル」には，特定の経験が影響を与

えているという結果が見られなかった。この理由として，キャリアを重ねても新しい知

識やスキルを習得するため病院実習は継続されており，実際には能力は高まっているは

ずであるが，キャリア 10 年目までの病院実習や，救急救命士資格取得に必要な，学校

や研修所における学修ほど，能力獲得の機会として強く意識されていないためであると

推測される。 
  

 4.2.3. 仕事現場の類型から検討した救急救命士の連携と能力獲得の関係性 

 ここまで検討してきた救急救命士の経験は，「病院での実習」を除き，全て他者や他

組織，他職種との連携の経験と捉えることができる。こうした連携は，以下のように，

4 つの仕事現場の類型に即して分類することができる。 
 たとえば，「部下・後輩の指導」や「職場における対立や衝突」は，組織内同職種の

仕事現場での連携であり，「組織の異動」，「他地域の職員との出会い・情報交換」は，

組織間同職種の仕事現場での連携を生んでいる。また，「医師との関わり」は組織内多

職種の仕事現場での連携として捉えることができる。そして，他地域への救援であり専

門職との連携が求められる「激甚災害との直面」，「職場組織の改善・変革，新しい部門・

組織の立ち上げ」，「他分野の専門家と連携するプロジェクト（協議会・運営委員会等）

への参加」は，組織間多職種の仕事現場での連携として捉えることができる。なお，「他

職種との関わり」は，組織内多職種および組織間多職種の両方の仕事現場での連携とし

て捉えることができる。 
 こうした仕事現場の類型から検討した救急救命士の連携と能力獲得の関係性は，表

14 のようにまとめることができる（表 14）。 
 表 14 では，救急救命士においては，大きな傾向として，キャリアを重ねることにそ

って，能力獲得を生む連携の対象となる専門職が，組織内での同職種→他地域の同職種

→組織内での他職種→他地域の他職種といったように，拡大していく傾向があることが

示されている。このことを，仕事現場の類型から検討すると，連携をリソースとして能

力が獲得される仕事現場は，組織内同職種→組織間同職種→組織内多職種→組織間多職

種と拡がっていく傾向がみられると捉えることができる。 
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表 14 仕事現場の類型から検討した救急救命士の連携と能力獲得の関係性 

 
  
 こうした能力獲得をめぐる連携の対象や仕事現場の拡がりは，看護師（松尾他, 2008）
や保健師（松尾・岡本, 2013），診療放射線技師（松尾他, 2014）を対象とした先行研究

とは異なっている。救急救命士の熟達においては，同職種内での越境（他地域救急救命

士との関わり）から，職種間の越境（他職種との関わり）へと，能力獲得を生む水平的

学習の対象が変化していく。 
 このような救急救命士の専門職同士の連携による能力獲得の特徴が生まれる理由と

して以下の 2 点が考えられる。 
 第 1 に，救急救命士の熟達においては，他職種との連携による水平的学習にさきがけ，

同職種内での垂直的学習による熟達への意識が優先していることが考えられる。こうし

た意識を生んでいるものとして，救急救命士の勤務形態と育成過程の特徴が考えられる。

勤務形態に関しては，救急救命士は，出動がない場合，勤務時間のほとんどを，訓練，

体力錬成，車両・資機材点検，示達教養（ミーティング）等といった同職種内での活動

においている。そのため同職種との連携が強く意識されるのではないか。また，育成過

程に関しては，近年は大学や専修学校等での養成も行われているが，今回の調査対象者

は，救急隊員として 5 年若しくは 2000 時間の実務経験を経て，各消防機関の辞令を受

け救急救命士養成所に入所し，国家試験に合格した救急救命士である。つまり，10 年

近くにわたって同職種のなかで育成されてきた。そのため，キャリア初期では，他職種

との連携が重要という発想が生まれず，同職種同士の連携のみが意識され，キャリア中

盤以降になって他職種との連携が意識されはじめることが考えられる。 
 第 2 に，他職種と連携して学ぶためには，自職種の専門的能力の習得がまず必要で，

それを獲得するために一定以上のキャリアが必要であることが考えられる。先行研究に

通常属する組織   通常属していない組織   

同職種   

組織内同職種   
◯部下・後輩の指導：10年目まで   
→救命活動スキル，マネジメントスキル   

◯職場における対立や衝突：10年目まで   
→救命活動スキル（阻害要因）   

組織間同職種   
◯他地域の職員との出会い・情報交換：10年目まで   

→救命活動スキル，マネジメントスキル   
◯組織の異動：11年目以降   
→救命活動ノンテクニカルスキル   

他職種   

組織内多職種   
◯医師との関わり：11年目以降   
→救命活動ノンテクニカルスキル   

   

組織間多職種   
◯他分野の専門家と連携するプロジェクト（協議
会・運営委員会等）への参加：両キャリア段階      

◯激甚災害との直面：11年目以降   
◯職場組織の改善・変革，新しい部門・組織の立ち

上げ：11年目以降   

→マネジメントスキル   

◯他職種との関わり：11年目以降→救命活動ノンテクニカルスキル，マネジメントスキル   

連携対象   

連携範囲   
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おいても，チーム医療を実践する上での自身の専門的能力の獲得の重要性が指摘されて

いる（細田, 2012; Yamamoto et al., 2013）。 
 Dreyfus（1983）は，初心者，見習い，一人前，上級者，熟達者の 5 段階を経る熟達

段階モデルにおいて，上級者以上の段階で状況を包括的・全体的に把握できるようにな

ると指摘した。また，Benner（1984）は，看護の技能習熟にも同様の段階があること

を証明し，郡山（2006）は，救急救命士の熟達にも応用できることを示している。 
 このように，業務の状況を包括的・全体的に把握できる段階に到達してはじめて，業

務上の認知的負荷が減少し，他職種を観察することができ，その連携から能力を獲得す

ることができるようになると考えられる。救急救命士においても，他職種と連携して能

力を獲得するには，ある程度以上自らが熟達し，成長するためのレディネスを備えてい

る必要があることが考えられる。 
 
4.3. 小括 
 本章では，まず，救急救命士は，学習の成果としてどのような能力を獲得しているの

かを，量的な質問紙調査から分析した。その結果，救急救命士の能力には，救命活動ノ

ンテクニカルスキルと救命活動テクニカルスキル，そしてマネジメントスキルがあるこ

とを明らかにし，業務を遂行する上でのテクニカルスキルとノンテクニカルスキルが明

確に別のものとして認識されるためには，救急救命士自身の熟達が必要であることを示

した。 
 そして，その能力が，どのような連携から獲得されているのか，つまり連携と能力獲

得の関係性について分析した。 
 その結果，救急救命士の 10 年目までのキャリアにおいては，「部下・後輩の指導」と

「他地域の職員との出会いや情報交換」が，「救急活動スキル」と「マネジメントスキ

ル」を同時に高めていた。一方で，「職場における対立や衝突」は，「救命活動スキル」

の獲得を阻害していた。 
 また，キャリア 11 年目以降においては，「組織の異動」と「医師との関わり」が，「救

命救急ノンテクニカルスキル」を高め，「職場組織の改善・変革や新しい部門組織の立

ち上げ」，「激甚災害との直面」が「マネジメントスキル」を高めていた。また，「他職

種との関わり」が，「救命活動ノンテクニカルスキル」と「マネジメントスキル」の両

方を同時に高めていた。これらは「発達的挑戦」（McCauley et al., 1994）の「境界を

越えて働く経験」であり，とくに救急救命士の 11 年目以降において，能力獲得に大き

な関係をもっていることを示した。 
 また，連携をリソースとして能力が獲得される仕事現場は，キャリアの進展に応じて，
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組織内同職種→組織間同職種→組織内多職種→組織間多職種と拡大していく傾向があ

ることを示した。 
 以上のように，RQ1「仕事現場における連携は、どのように能力獲得と関係している

のか」に関して，連携を学習のリソースとして捉え，どのように能力獲得と関係してい

るのかについて解明した。 
 なお，本章では，以上のように重回帰分析によって連携と能力獲得の関係性を明らか

にしてきたが，重回帰分析のみで連携と能力獲得の因果関係を特定することは難しい。

ただし，自由記述データおよび論理的な観点から検討し，逆の因果関係とはならないよ

うに配慮した。また，本研究で明らかになった連携と能力獲得の関係性については，定

性的データをもとにさらに考察する必要がある。なぜなら，こうした連携と獲得能力の

関係性は，原因と結果であり，その具体的なプロセスは不明であるためである。次章で

は，定性的データである自由記述およびインタビュー調査を分析することによって，定

量研究では解明できていない，専門職者同士の連携と能力獲得の間にある，具体的なプ

ロセスを明らかにする。 
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5. 連携による学習のプロセス 
 第 4 章「連携と能力獲得の関係性」では，定量的な重回帰分析によって連携と獲得能

力の関係性を明らかにした。しかしながら，こうした連携と獲得能力の関係性は，原因

と結果であり，その具体的なプロセスは不明である。本章では，RQ2「連携と能力獲得

の間には、どのような学習プロセスが存在するのか」に関して，定性的データである自

由記述およびインタビュー調査を分析することによって定量的分析では解明できてい

ない，連携による学習のプロセスを明らかにする。  
 
5.1. 定性的分析の結果 

 5.1.1. 組織内同職種の仕事現場での連携による能力獲得のプロセス 

 まず，組織内同職種の仕事現場での連携による能力獲得プロセスを検討する。組織内

同職種の仕事現場とは，通常属している消防署内で，同じ専門性をもつ救急隊員や救急

救命士からなる仕事現場での連携である。 
 

 5.1.1.1. 部下・後輩の指導による能力獲得のプロセス 

 第 4 章の定量調査においては，組織内同職種の仕事現場で能力獲得を生んでいるもの

として，「部下・後輩の指導」が挙げられており，「部下・後輩の指導」は，「救命活動

スキル」と「マネジメントスキル」を同時に高める連携となっていた。以下では，部下・

後輩の指導が，能力を高めていくプロセスについて検討していく。自由記述には，部下・

後輩の指導について，以下のような言及があった（文章前の番号は，回答者 ID を示す）。 
 

94 人（後輩等）への指導には，約 10 倍以上の知識，スキルが必要だということ，

後輩への指導を通じ学び，自分自身のスキルアップに繋がったと思う（どの様にし

たら解りやすく，実践向きになれるか等），また人命救助には，知識・技術はもち

ろんのこと，時間短縮がなければ自己満足で終わってしまうという考え方も身に付

いた。これらの経験や新たに得た知識を次世代へと引き継ぎたいと思う。 

 
 ID94 の言及には，「後輩への指導を通じ学び，自分自身のスキルアップに繋がった」

とある。これはまさしく後輩への指導が，能力獲得に繋がっていることを示している。 
 そして，その具体的なプロセスとして，「人（後輩等）への指導には，約 10 倍以上の

知識，スキルが必要」という，現在の自身の能力が不足しているという認識や，専門的

スキルを獲得するための学習が必要であるという自覚が生まれていることが述べられ

ている。 
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33 自身の知識と技術力を向上させなければ，各隊の検証票を確認・評価すること

は難しいと考えたので，自分にプレッシャーをかけてきた。結果，モチベーション

の向上につながったと感じている。 

 

46 救急隊長として業務するにあたって，隊員等に対しての指導や現場での指示を

するためには，自らが学ばなければならないと考えた。 

 
 ID33 の「自身の知識と技術力を向上させなければ，…難しいと考えたので，自分に

プレッシャーをかけてきた。」や，ID46 の「指導や現場での指示をするためには，自ら

が学ばなければならないと考えた」といった言及も，ID94 と同様に，部下・後輩への

指導によって，自身の能力不足の認識や，学習への自覚の芽生えが言及されている。 
 こうした学習の必要性への自覚は，後輩への指導という連携によって生まれている自

覚であり，この学習の必要性の自覚から，自己学習が促され，「救命活動スキル」が獲

得されていると想定できる。また，部下・後輩から学ぶという言及もある。 
  

14 最先端の知識を後輩から吸収するとともに，基本訓練の反復及び想定訓練を行

うことで現場経験の少ない後輩に自身の失敗例を交えながら指導し，現場に対応で

きる救命士の育成を心掛けるようになった。 

 
 この ID14 では，「最先端の知識を後輩から吸収する」とある。これは，救急救命士

養成コースのある大学，短大，専門学校を卒業して救急救命士になった後輩であるか，

最近研修を終えてきた後輩であるか明らかではないが，部下・後輩の指導を行うことが

契機となり，部下・後輩が持っている知識を知り，自身が学び，獲得していくというプ

ロセスを見せている。 
 このように，部下・後輩の指導を契機として，自身の能力不足の認識や，部下・後輩

の能力の認識が生まれ，学習の必要性の自覚が起こり，自己学習を促し，救命活動スキ

ルの能力の獲得を生んでいるというプロセスを描くことができる。 
 また，「部下・後輩の指導」が，「マネジメントスキル」を高めるプロセスについては，

以下のような言及が見られる。 
 

87 隊長として 1救急隊をまかされ，どのようにして隊員一人ひとりの思いや，考

えを一つの方向に向け業務に取り組んでいくか悩んだ時期がありました。自分の考

え方が少しずつかたまっていき，一つ一つをこなしていくうちに成長とはいえない
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かもしれませんが自信みたいなものを感じました。個人に合わせた課題を与えてい

く。個々の性格，考え，能力を知る事に勤め，日常からコミュニケーションを取る

事が重要。隊としての向上を考える。理解しているようで難しいですが心がけてい

ることです。 

 
 ID87 では，「隊員一人ひとりの思いや，考えを一つの方向に向け業務に取り組んでい

くか悩んだ」というように，隊長という隊をマネジメントしていく役割の変化，つまり

自身に求められている役割を認識し，メンバーの意識や能力を把握することが必要であ

ると自覚し，日常からコミュニケーションを取る行動がなされていることが見て取れる。

そして，個人に合わせた課題を与えていくことや，隊としての向上を考えることが重要

であるという，組織をマネジメントしていく方法が意識されていることが示されている。 
 

84 救急隊長として，出動する事もあるようになり，「傷病者だけみていた救急」

から，「出動〜帰署までの全てをみる救急」へ変わり，隊員個々のスキルを把握し

なければならないと考えた。 

 
 ID84 でも同様に，「傷病者だけみていた救急から，…全てをみる救急」を実現するた

めに，「隊員個々のスキルを把握しなければ」と述べられている。ここでも，上司・先

輩としてという役割の変化があり，自身に求められている役割を認識し，チームメンバ

ーそれぞれのスキルを把握しなければという自覚に至っている。また， 
  

121 個人のみならず組織全体の事を考えるようになり，他隊との連携や各個人の

やる気を引き出し，救急隊としてチームワークを大事にしたいと思っています。 

 

22 それまで個人や隊レベルでの向上という視点から，組織レベルの向上への視点

が切り替わり，その向上のため，上司や救急隊員とのコミュニケーションについて

考えを新たにした。 

 

 ID121 や ID22 においても，上司となり，組織をマネジメントしていくという，自身

に求められている新しい役割を認識し，メンバー一人一人のモチベーション管理やコミ

ュニケーションの重要性に気づき，コミュニケーションを重視するようになり，「マネ

ジメントスキル」が獲得されているというプロセスがうかがえる。 
 以上は，以下ように表としてまとめることができる（図 14） 
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図 14 部下・後輩の指導による能力獲得のプロセス 

 

 

 部下・後輩の指導という連携が学習のリソースとなって，自身の能力不足や，部下・

後輩の高い能力の認識が起こり，自身の学習の必要性の自覚が生まれ，自己学習という

行動につながることによって，「救命活動スキル」を獲得していくというプロセスがう

かがえる。 

 また，上司・先輩として部下・後輩を指導するという役割の変化で，自身に求められ

ている新しい役割を認識し，メンバーの意識や能力を知ることや，モチベーション管理

の必要性の自覚，コミュニケーションの重要性の自覚が生まれ，メンバーとのコミュニ

ケーションを重視した行動がとられることによって，「マネジメントスキル」が獲得さ

れていくというプロセスがうかがえる。 
 

 5.1.2. 組織間同職種の仕事現場での連携による能力獲得のプロセス 

 次に，組織間同職種の仕事現場での連携による能力獲得について検討していく。組織

間同職種の仕事現場では，通常属していない組織の同職種との連携が行われ，救急救命

士においては，他自治体や，自部隊ではない救急救命士との連携が想定される。 
 

 5.1.2.1. 他地域の職員との出会いや情報交換による能力獲得のプロセス 

 定量調査において，「他地域の職員との出会いや情報交換」は，「救急活動スキル」と

「マネジメントスキル」を同時に高める連携となっていた。自由記述においても，以下

のように，「他地域の救急救命士との出会いや情報交換」が能力獲得につながったとい

う言及があった。まず，「救急活動スキル」を高めていくプロセスを見ていく。 
 
22 救急救命研修所で，救急の知識や技術のみならず，隊活動での指揮能力におい

て，自分より遥かにレベルの高い研修生との出会いが，自分が追いつくべき理想の
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救急隊員像として目標となり，救急救命士国家試験合格後も継続的に学習し，反復

訓練したことにより，研修中には習得しきれなかった知識と処置技術の向上を得る

ことができた。 

  
 ID22 では，「自分より遥かにレベルの高い研修生との出会い」によって，自身の能力

不足の認識が起こり，「自分が追いつくべき理想の救急隊員像」に向かって，「継続的に

学習し，反復訓練」することで，「知識と処置技術」という「救命活動スキル」が獲得

されているというプロセスがうかがえる。 
 

16 他の本部の救命士の技術や救急への志気の高さに自分自身の弱さを感じ，日々

努力していく必要があると考えた。 

  
 ID16 も同様に，「他の本部の救命士の技術や救急への志気の高さ」に出会うことによ

って，「自分自身の弱さ」の認識が起こり，「日々努力していく必要がある」と自覚され

ている。こののち，実際に継続的に努力していくことで，能力が獲得されていくと考え

られる。 
 以上のように，研修所で出会った自身より能力の高い他地域の隊員をロールモデルに

し，学習へのモチベーションを得て，その後も意識し実践していくことで，自身の能力

向上につなげていることが示されている。 
 続いて，「他地域の職員との出会いや情報交換」が，「マネジメントスキル」を高めて

いくプロセスを確認していく。 

 

41 各地の研修生（消防職員）と出会ったこと。各地の実情を把握し地元と比較す

ることで救急業務の質を見直すことができた。 

 

 ID41 では，「各地の消防職員と出会った」ことが，「各地の実情を把握し地元と比較

する」ことで，自組織との比較によって自組織の改善点の把握が行われていることが伺

える。のち改善のために「救急業務の質を見直す」ことを続けることによって，「マネ

ジメントスキル」が獲得されていくというプロセスが伺える。 

  

 インタビュー協力者の A 氏も，「他地域の職員との出会いや情報交換」について以下

のように述べている。 
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A 氏 市町村境付近での交通事故などでしたら応援協定を結んでいて，他の自治体

の救急救命士とも協力することがありますが，あまり災害で一緒になった時に学ぶ

という余裕はあまりないですね。でもやはり各種セミナーや消防学校で一緒になっ

て，その人たちの実践を発表しているのを聞いたりした時に「ああ、すごいな」っ

て思いますね。法律上間違ってなければ問題ないので、自分たちの地域のやりやす

いような感じにちょっと変えてやり方を取り入れています。 

  
 以上のように，自身が所属する組織以外の方法を目の当たりにし，自組織の業務を見

つめ直すきっかけになっており，自身が所属する組織の業務改善につながっていること

が言及されている。 
 以上の記述からは，救急救命士資格取得を目指した研修所や消防学校において，他自

治体の救急救命士との連携が生まれ，能力獲得につながっているプロセスがうかがえる。

以上は以下のように表にまとめることができる（図 15）。 
 

図 15 他地域の職員との出会いや情報交換による能力獲得のプロセス 

 
 
 「他地域の職員との出会いや情報交換」によって，自身の能力不足や自身の意識の低

さに気づき，学習や意欲を持った行動の必要性を自覚して，継続的な学習や訓練，努力

がなされることで，「救命活動スキル」が獲得されているプロセスが伺える。また，自

組織との比較が行われ，自組織の現状が把握された場合，自組織の改善点の自覚や行動

につながり，「マネジメントスキル」が獲得されているプロセスが伺える。 
 

 5.1.2.2. 組織の異動による能力獲得のプロセス 

 定量調査において，「組織の異動」は，「救命活動ノンテクニカルスキル」を高める経

験となっていた。「組織の異動」は，消防署や救急隊という同職種での異動であるが，

これまでの組織とは異なる文脈を持つ組織への越境であるため，組織間同職種の仕事現

場での連携と捉えることができる。「組織の異動」が能力獲得につながったという言及
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には，以下がある。 
 

60 救急救命士搭乗隊に異動後，更なる高度な救急活動，観察，処置，病態把握を

教わった。 

  
 ID60 では，救急救命士不在の救急隊から「救急救命士搭乗隊に異動」したことで，

「高度な救急活動，観察，処置，病態把握」の能力を獲得できたことが示されている。

異動によってチームメンバーが変更し，新しいチームメンバーから教わることで獲得し

ていない能力を自覚し，自身が学習することによって，観察や病態把握という「救命活

動ノンテクニカルスキル」を獲得していくプロセスを見せている。 
 

85 本署専任救急隊に異動となり，隊長として 6年間活動した事。件数も多く，繁

華街も管轄であったため，種々雑多な活動内容であり，傷病者のニーズを素早く読

み取る技術が身についた。 

  
 ID85 でも，異動し管轄が変わることで，これまでとは違う傷病者（クライアント）

を対象とするようになったため，新しい傷病者のニーズに合致するよう活動方法を転換

し，件数と年数を重ねることにより，「傷病者のニーズを素早く読み取る技術」という，

「救命活動ノンテクニカルスキル」を身につけていることが記述されている。 
 

76 配置異動で出張所に配属された際，そこの小隊長が救急救命士をあまりよく思

ってなく，ことあるごとに否定されていました。本人からすれば「経験が全て」の

ような考えで当初は聞く耳を持ってもらえませんでした。どうしたら救急隊長とし

て信頼されるのかと考えた結果，教育コース（AHA BLS や JPTEC 等）のインストラ

クターを目指し，処置の意味や証拠（エビデンス）を学ぶことから始めようと思い

ました。私が積極的に教育コースに参加していることを知ってからか，小隊長は否

定的なことは言わなくなり，現場も任せられるようになっていきました。このこと

から学んだことは，教科書に載っているようなことをいくら言ってみても説得力は

無いなと思うようになり，大切なのは取り組む姿勢と現場で使える技術だと感じる

ようになってきました。 

 
 ID76 は，異動によって，上司が変わり，これまでのやり方では信頼を得ることがで

きないという前提の捉えなおしが生じている。そして，取り組む姿勢と現場で使える技
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術を見せることが必要であるという気づきによって，積極的に行動した結果，信頼され

るほどの能力を身につけることができたことが示されている。以上は，以下のように表

にすることができる（図 16） 
   

図 16 組織の異動による能力獲得のプロセス 

 
 
 「組織の異動」によって，チームメンバーやクライアント，上司が変更し，自身に求

められる役割や信頼の変化が認識される，そして新たな能力を獲得する必要性や，活動

方針の転換や，信頼を得られるような行動の必要性を自覚し，そうできるように行動を

重ねることで，観察や決断といった「救命活動ノンテクニカルスキル」が獲得されてい

くプロセスが伺える。 
 

 5.1.3. 組織内多職種の仕事現場での連携による能力獲得のプロセス 

 次に，組織内多職種の仕事現場での連携と能力獲得のプロセスを検討していく。組織

内多職種の仕事現場は，通常属している組織で，専門分野が異なる他職種と連携する仕

事現場である。救急救命士をめぐっては，メディカル・コントロール体制下で日頃から

連携している医師，搬送が頻繁な病院での実習や，その病院の医師，看護師，診療放射

線技師，臨床検査技師，臨床工学技士（薬剤師，医療ソーシャルワーカー，管理栄養士，

作業療法士，診療情報管理士，精神保健福祉士）といった医療専門職者との連携が想定

される。 
 

 5.1.3.1. 医師との関わりによる能力獲得のプロセス 

 定量調査においては，「医師との関わり」は，「救急活動ノンテクニカルスキル」を高

める連携となっていた。医師との連携について以下の記述があった。 
 

22 救急処置について，医師から，専門についてより具体的なアドバイスを受ける

ことができ，特に苦手と敬遠していた心電図については，理解度を向上することが
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できた。 

 

13 病院でブロックが発見され，医師から「心電図測定はしなかったの？」と言わ

れ，心電図測定しなかったためブロックを見逃してしまった事例であった。 

 

104 医師から「見た目で緊急度を感じとるのも大切」と言われた。 

 
 以上の言及は，状況認識という，まさしくノンテクニカルスキルを獲得するプロセス

を示している。ID22 の医師からの具体的なアドバイスや，ID13 のフィードバックは，

自身の注意深い観察の必要性の自覚を生み，Benner（1984）の言う，質的差異を識別

する意識を持つようになり，状況認識という，ノンテクニカルスキルを獲得しているプ

ロセスを示している。 
 また，インタビュー協力者の A 氏は，「医師との関わり」について，以下のように述

べている。 

 
A 氏 以前でしたらドクターの方も，救急隊員なんて来たってそんな大した話も，

はいはいっていう感じの方が多かったですが，最近は理解を示してくれる方も多く

て，逆にしっかり引き継ぎしないと怒られるというか。「こうこうこういうところ

は，ちゃんと観察しないと駄目だよ」とか，「この患者さんだったら，こういうと

こはしっかり見てよ」というアドバイスとかもいただけます。そういうのもやっぱ

りドクターと一緒に仕事するからできてくるようなことだと思います。 

 

 ここでも，自由記述と同様に，病院搬送での引き継ぎにおいての，アドバイスやフィ

ードバックによって，自身の注意深い観察の必要性の自覚が生まれ，質的差異を識別す

るという意識を持ち，状況認識というノンテクニカルスキルを獲得しているプロセスが

示されている。また A 氏からは，以前は医師も，救急隊員への理解が低く，「はいはい

っていう感じの方が多かった」というように，アドバイスやフィードバックは行われて

いなかったが，医師の意識変革とともに救急救命士自身の能力の向上によって医師から

の理解が進み，より深い連携を生んでいることが語られている。このことは，図 1 にお

いて学習の成果から学習の場への矢印で示したように，学習の成果として獲得している

能力の高さがレディネス（準備性）となり，新たな学習の場での学習のリソースとして

の連携につながり，さらに学習が高度化していくということを示していると考えられる

ものであろう。 
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 さらに，「医師との関わり」は，以下のように，やりがいや，モチベーションの向上

も生んでいる。 
 

70 救急現場で行う医師とコラボレーションした救急処置により患者の命を救っ

た時のやりがいや，帰所後の医師とのコミュニケーションにより得た知識は何もの

にもかえがたい。 

 

14 医師の適切な処置で結果的に傷病者は社会復帰できました。この時に私は，も

っと救急を勉強しようと思いました。 

 

119 医師の情熱と行動力に強く感銘を受けた。 

 
 といったように，医師との連携をとおして，医師の能力と意識の高さを知り，自身の

学習の必要性の自覚，救急医療への意欲が生まれ，意欲をもって学習することで，「救

命活動ノンテクニカルスキル」の向上につながっていることが確認できる（図 17）。 
  

図 17 医師との関わりによる能力獲得のプロセス 

 
 
 医師からの具体的なアドバイスや，フィードバックは，自身の注意深い観察の必要性

の自覚を生み，質的差異を識別する意識をもって行動することを引き出している。また，

医師との連携を通して，医師の能力と意識の高さを知り，自身の学習の必要性の自覚，

救急医療への意欲が生まれ，意欲をもって学習を継続することにつながっている。その

結果，「救命活動ノンテクニカルスキル」の向上につながっていることが確認できる。 
 ここで特徴的であるのは，救急現場での医師との連携では，「専門についてのアドバ

イス」や，「コミュニケーションにより得た知識」といったように，「救命活動テクニカ
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れは，やはり救急現場という過酷な状況での連携であるため，専門的な知識より，観察

や意思決定の重要性が強く認識されるためであると考えられる。 
 

 5.1.4. 組織間多職種の仕事現場での連携による能力獲得のプロセス 

 続いて，組織間多職種の仕事現場での連携と能力獲得のプロセスを検討する。組織間

多職種の仕事現場では，通常属していない組織での他職種との連携が行われる。救急救

命士においては，まず，「激甚災害との直面」した際の警察や自衛隊，DMAT 等といっ

た，他の関係機関との連携が想定される。また，「職場組織の改善・変革・新しい部門・

組織の立ち上げ」も，関係組織との調整が必要な組織間多職種の仕事現場であり，災害

派遣ではない「他地域他分野専門職と連携したプロジェクト」も，組織間多職種の仕事

現場として想定される。 
 

 5.1.4.1. 激甚災害との直面による能力獲得のプロセス 

 定量分析において，「激甚災害との直面」は，「マネジメントスキル」を高める結果を

見せていた。自由記述には以下のような言及があった。 
 
65 東日本大震災を経験した。組織の中での救急隊として，災害に対する備え，対

応，今後の心構え等非常に考えさせられた。いつどこで何が起こっても対応できる

能力を身につけておくことが大切であると感じた。 

 
 ID65 においては，「組織の中での救急隊」という，自組織の役割の認識が生まれ，救

急隊として今後の災害に対する備えや対応をどう考えよくしていくかという，組織改善

への意欲が語られている。 
 

71 東日本大震災において緊急消防援助隊として被災地へ派遣され，救急活動を行

った。改めて住民サービスの大切さ，救急隊が住民へ応対する際の声掛けの重要性

を感じた。また，大規模な災害においてはトリアージが必要になってくることを感

じた。今に生かしていることは，傷病者や家族等への接遇（丁寧に対応する），住

民の立場になって仕事をすることである。日頃から特定行為等の訓練も大切である

が，大規模・集団災害時においてのトリアージ訓練も今後は積極的に行っていかな

ければならないこと。 

 
 ID71 でもまた，自身が緊急消防援助隊として被災地へ派遣されることで，住民サー
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ビスの大切さ，救急隊が住民へ応対する際の声掛けの重要性が認識されたことが語られ

ている。これは，救急救命士個人の実践をふりかえる意味もあるが，それ以上に，救急

隊という専門職者集団として，組織の実践をふりかえる視点で語られていると言えるだ

ろう。また，大規模な災害においてはトリアージが必要であり，そのため日頃からの訓

練を実施していくというような，組織に不足している事柄が認識され，組織改善への意

欲が生まれており，「マネジメントスキル」を獲得していくことにつながっているとい

うプロセスが見て取れる。 
 

117 阪神淡路大震災を経験し，大震災に無力さを大いに感じ，「個」としてのスキ

ルアップは勿論，他府県，他機関との連携強化を思い知らされた。 

 
 また，ID117 においても，個としての能力の限界を感じているように，救急救命士個

人の実践のふりかえりを生んでいるが，それ以上に，「激甚災害への直面」が，自組織

の実践のふりかえりを生んでおり，より一層の他機関との連携強化の必要性の認識が生

まれ，「マネジメントスキル」の獲得につながっていくプロセスがうかがえる。 
 

99 大規模災害に対する，関係機関（役場，病院，警察など）との連携の重要性。

隊員のメンタルケアの重要性。 

 
 ID99 では，「関係機関（役場，病院，警察など）との連携」や，「隊員のメンタルケ

ア」の重要性が語られている。これらは，まさしく自組織の実践のふりかえりであり，

自組織に不足している事柄が認識され，自組織の改善に取り組んでいくことが伺える。 
 

48 中越大震災時，当地域は大きな被害を受け，ライフラインが断たれた中で，病

院への救急搬送体制を確保・維持しなければならず，地域の中核となる病院との連

携強化を強く感じました。 

 
 ID48 でも，搬送体制の確保・維持というように，「地域の中核となる病院との連携強

化」が認識され，他組織との連携強化の必要性の認識が生まれ，そのことが組織改善へ

の取り組みとなり，その結果，「マネジメントスキル」の獲得につながっていくという

プロセスがあることが考えられる。 
 以上確認してきたように，組織間多職種の連携のもとで働く現場である激甚災害に直

面することによって，自身や自組織の業務の省察はもちろんのこと，自組織の役割や，
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自組織に不足している事柄が認識されるような，自組織の実践の省察を促しており，自

組織の改善への意欲の喚起や，他組織との連携強化の必要性の自覚を生んでいる。そし

て，そののち組織の改善の取り組み行っていくことで，「マネジメントスキル」の向上

を促していると考えられる（図 18）。 
 

図 18 激甚災害との直面による能力獲得のプロセス 

 
 

 5.1.4.2. 職場組織の改善・変革・新しい部門・組織の立ち上げによる能力獲得プロセス 

 定量分析において，「職場組織の改善・変革・新しい部門・組織の立ち上げ」は，「マ

ネジメントスキル」を高めていることが示されていた。「職場組織の改善・変革・新し

い部門・組織の立ち上げ」は，以下からも確認できるように，同職種だけでなく，様々

な職種や，様々な組織との調整が求められる。そのため組織内多職種の仕事現場として

検討する。自由記述では以下のような言及が見られた。 
 

48 地域被害終息より地域メディカル・コントロール協議会への働きかけと，地域

中核病院の救急担当医師への働きかけを開始し，中核病院内に「救急ワークステー

ション」の設置を要望。ただし，当地域の中核病院は市立や私立ではなく県立であ

ることから，行政サイドの理解を得るのに難航し，まず足がかりとして，病院内に

訓練施設を設置することを提案。病院長に説明し，納得を得て，病院側が部屋を提

供し，消防が訓練器材を配置する形で，訓練施設を設立。その後は病院スタッフを

交えて救急隊員と合同で訓練を行うなどしています。各種機関との調整や段取り，

時には根回しなどシステムをくみ上げるにはさまざまなスキルが必要であると実

感しました。 

 
 ID48 では，中核病院内に，救急ワークステーションという，新しい組織を設置して

いく経過が述べられている。その過程では地域メディカル・コントロール協議会や，救

急担当医師への働きかけおこない，様々な組織や専門職との調整や段取り，根回しとい

ったような，システム構築していく上での様々なスキルの必要性を実感している。新し

い組織を立ち上げる過程で，さまざまな障害に阻まれ，調整スキルの必要性を自覚し，
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それを意識しつつ行動することで，マネジメントスキルが高められているということが

示されている（図 19）。 
 

図 19 職場組織の改善・変革・新しい部門・組織の立ち上げによる能力獲得のプロセス 

 
 

 5.1.4.3. 他分野の専門家と連携するプロジェクト（協議会・運営委員会等）への参加に

よる能力獲得のプロセス 

 定量分析において，「他分野の専門家と連携するプロジェクト（協議会・運営委員会

等）への参加」は，「マネジメントスキル」を高めていた。自由記述には，以下のよう

な言及が見られる。 
 

33 組織の代表として地域メディカル・コントロールへ関わることで，救急業務全

般について理解することができた。 

  
 ID33 で語られている，「組織の代表として地域メディカル・コントロールへ関わる」

というのは，消防署の代表としてではあるが，同時に救急救命士としての専門性を持つ

者として関わっていると考えられる。そうした連携では，自組織の役割とともに自職種

の役割の認識が生まれるだろう。そして，他組織，他職種との連携強化の必要性を自覚

し，業務全般の理解ができるという，組織をマネジメントする上で重要なものを身につ

けている。そうしたプロセスで，「マネジメントスキル」を向上させていることが伺え

る。 
 

98 私の所属する消防局では，地域メディカル・コントロール組織の中で具体的な

活動を行う 3 部門あり，高度救急業務推進，救急医療体制，災害医療体制のそれぞ

れを委員会としてプロジェクト方式で事業展開しています。高度救急業務推進委員

として 8名の医師，私以下 5 名の救命士で構成しています。その中で，プロトコル

作成や検証会，症例発表の場である検討会事業，生涯教育事業の実施に取組み，救

える命を救うという目的において現在も継続的に業務を行っています。 

  
 また，ID98 で語られているような，消防局単位での 8 名の医師，5 名の救急救命士

といった，他地域からの多職種が目的を同じくし，継続的な業務を行っていく上で，
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ID33 と同様な，自組織の役割とともに自職種の役割の認識や，他組織，他職種との連

携強化の必要性の自覚が生まれ，「マネジメントスキル」が向上していくと考えられる

（図 20）。 
  

図 20 他分野の専門家と連携するプロジェクトへの参加による能力獲得のプロセス 

 
 

 5.1.5. 組織内および組織間多職種の仕事現場での連携による能力獲得のプロセス 
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 最後に，組織内多職種および組織間多職種の両方の仕事現場での連携として捉えるこ

とができる「他職種との関わり」による能力獲得のプロセスを確認していく。「他職種

との関わり」は，定量研究では，「救命活動ノンテクニカルスキル」や「マネジメント

スキル」を高める結果を見せていた。以下，自由記述によってそのプロセスを検討して

いく。 
 
24 救命士になり，病院研修を初めて経験し，今まで入った事のない CT やレント
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一員に加わっているという思いがした。 

 
 ID24 では，救急救命士になったことで，病院研修に参加し，「今まで入った事のない

CT やレントゲンの検査室において，医師から映像や病態の説明を受ける」ことによっ

て，「医療人の一員に加わっているという思い」という，自身に求められている役割を

認識し，医療専門職者としての自覚が生まれていることが記されている。 
 

16 医師や看護師の熱意を見て自分自身の考え方をあらためた。日々変化する医療

技術に対して自分自身も対応していくべきである。 

 
 ID16 では，「医師や看護師の熱意を見て，自分自身の考え方をあらためた」というよ

うに，医師や看護師の意識の高さに触れることで，医療専門職者としての自覚が生まれ，

継続的に学習していくことが記されている。 
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28 医療関係者と接し，常に学習する姿勢が必要であることを学びました。 

 
 ID28 の「医療関係者と接し，常に学習する姿勢が必要」というものも同様である。  
 以上のように，他職種との関わりによって，医療専門職としての自覚を喚起し，モチ

ベーションを高め，自己の学習につながっているということを表す言及が多い。これら

からは，他職種との関わりから，自身に求められている役割や，他職種の能力や意識の

高さを認識し，医療専門職者としての自覚が生まれ，継続的に学習していくことが記さ

れている。 

 
98 私の所属する消防局では，地域メディカル・コントロール組織の中で具体的な

活動を行う 3部門あり，高度救急業務推進，救急医療体制，災害医療体制のそれぞ

れを委員会としてプロジェクト方式で事業展開しています。高度救急業務推進委員

として 8名の医師，私以下 5名の救命士で構成しています。その中で，プロトコル

作成や検証会，症例発表の場である検討会事業，生涯教育事業の実施に取組み，救

える命を救うという目的において現在も継続的に業務を行っています。 

 
 また，組織間多職種の仕事現場での連携については，「他分野の専門家と連携するプ

ロジェクト（協議会・運営委員会等）への参加」において例示されているものと重複し

ているが，ID98 で語られているように，他地域からの他職種が目的を同じくし，継続

的な業務を行っていく上で，自組織の役割とともに自職種の役割の認識や，他組織，他

職種との連携強化の必要性の自覚が生まれ，マネジメントスキルが向上していくと考え

られる。以上は以下のように図示できる（図 21）。 
 

図 21 他職種との関わりによる能力獲得のプロセス 

 
  
 「他職種との関わり」によって，自職種や自組織の役割や，他職種の意識の高さへの

認識が起こり，医療専門職としての自覚や，他職種や他組織との連携の必要性を自覚し，
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意識をもって学習することで「救命活動ノンテクニカルスキル」を，継続的に業務を行

うことで，「マネジメントスキル」を獲得していくというプロセスが伺える。 
 
5.2. 定性的分析の考察 

 5.2.1. 救急救命士の連携による学習のプロセス 

 本章で検討してきた，救急救命士の連携による学習のプロセスは，次頁の図としてま

とめることができる（図 22）。 
 組織内同職種の仕事現場では，「部下・後輩の指導」という連携が学習のリソースと

なり，自身の能力不足や，部下・後輩の高い能力の認識から，自身の学習の必要性の自

覚を生み，自己学習という行動につなげ，「救命活動スキル」を獲得していた。また，

部下・後輩を指導するという自身に求められている役割を認識し，メンバーの意識や能

力の把握や，モチベーション管理，コミュニケーションの必要性を自覚し，メンバーと

のコミュニケーションがとられることによって，「マネジメントスキル」を獲得してい

た。 
 組織間同職種の仕事現場では，「他地域の職員との出会いや情報交換」を学習のリソ

ースとして，自身の能力不足や意識の低さに気づき，学習や意欲を持った行動の必要性

を自覚して，継続的な学習や訓練がなされることで，救命活動スキルが獲得されていた。

そして，自組織との比較によって自組織の現状や改善点が把握され，改善に向けた行動

につながることによって，「マネジメントスキル」が獲得されていた。 
 また，「組織の異動」を通して，チームメンバーやクライアント，上司の変更に伴い，

自身に求められる役割や信頼度が認識され，そして新たな能力を獲得する必要性や，こ

れまでの活動方針の転換や，信頼を得られるような行動の必要性を自覚し，そうできる

ように行動することで，観察や決断といった「救命活動ノンテクニカルスキル」が獲得

されていた。 
 組織内多職種の仕事現場においては，「医師との関わり」を通して，具体的なアドバ

イスやフィードバックから，自身の注意深い観察への自覚を生み，質的差異を識別する

意識をもって行動する意識を引き出していた。また，医師の能力と意識の高さを知り，

自身の学習の必要性の自覚と救急医療への意欲が生まれ，意欲をもって学習を継続する

ことにつながっていた。その結果，「救命活動ノンテクニカルスキル」が獲得されてい

た。 
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図 22 救急救命士における連携による能力獲得のプロセス 

 

部下・後輩
の指導 

自身の能力
不足の認識 

部下・後輩
の能力の高
さの認識 

自身に求め
られている
役割の認識 

自身の学習
の必要性の

自覚 

メンバーの意識
や能力を知る必

要性の自覚 

メンバーのモチ
ベーション管理
の必要性の自覚   

コミュニケー
ションの重要
性の自覚 

メンバーと
のコミュニ
ケーション   

マネジメン
トスキル 

救命活動
スキル 

自己学習
の継続   

他地域の職
員との出会い
や情報交換  

自身の能力
不足の認識 

自身の意識
の低さの認

識    

 

自組織との比較
による自組織の

現状の認識 

自身の学習
の必要性の

自覚 

意欲を持って行
動することの必

要性の自覚 

自組織の改善
点の把握   

改善のため
の行動      

継続的な学
習と反復訓

練   

継続的に努
力する   

組織の異動 

チームメンバー
の変更に伴った，

自身に求められ
る役割の認識   

クライアントの
変化に伴った，

自身に求められ
る役割の認識   

上司の変更に
伴った，自身が

信頼が得られな
い状態  

獲得してい
ない能力の

把握 

ニーズに合致
するよう活動
方針の変更   

取り組む姿勢と
現場で使える技

術を見せる    



 

積極的に行
動する      

救命活動ノン
テクニカルス

キル 

教わって学
習する   

件数と年数
を重ねる   

医師との 
関わり 

アドバイスや
フィードバック

による自身の能
力不足の認識   

医師の能力
と意識の高
さの認識   

注意深い観
察の必要性

の自覚 

自身の学習の必
要性の自覚，救

急医療への意欲
の喚起   

質的差異を識
別する意識を
持って観察す

る   

意欲を持っ
て学習する   

激甚災害
との直面 

自組織の役
割の認識   

自組織に不
足している
事柄の認識   

自組織の改
善への意欲

の喚起 

他組織との連
携強化の必要
性の自覚   

組織の改善
に取り組む   

職場組織の改
善・変革・新しい
部門・組織の立

ち上げ 

自身に必要
な能力の認

識   

調整スキル
の必要性の

自覚 

意識しつつ
行動する   

他分野の専門
家と連携する
プロジェクトへ

の参加 

自組織の役
割の認識   

自職種の役
割の認識   

他組織との連
携強化の必要
性の自覚 

他職種との連
携強化の必要
性の自覚   

継続的に業
務を行う   

組織内 
同職種 

組織間 
同職種 

組織内 
多職種 

組織間 
多職種 

ギャップ認識 連携  改善点把握  修正行動  能力獲得 仕事現場 

他職種との
関わり 

自組織の役
割の認識   

他組織との連
携強化の必要
性の自覚 

他職種との連
携強化の必要
性の自覚   継続的に業

務を行う   

自職種の役
割の認識   

医療専門職
としての自

覚   意欲を持っ
て学習する   

他職種の意
識の高さの

認識   



仕事現場における連携と学習 
: 救急救命士を対象とした実証研究 

 92

 また，組織間多職種の仕事現場での連携でもある「他職種との関わり」を通しては，

自職種や自組織の役割や，他職種の意識の高さへの認識が起こり，医療専門職としての

自覚や，他職種や他組織との連携の必要性を自覚し，意識をもって学習することで「救

命活動ノンテクニカルスキル」を，継続的に業務を行うことで，「マネジメントスキル」

を獲得していた。 
 組織間多職種の仕事現場では，「激甚災害との直面」という組織間多職種の連携のも

とで働くことによって，自身や自組織の業務のふりかえりはもちろん，自組織の役割や，

自組織に不足している事柄が認識されるような，自組織の実践のふりかえりを促してお

り，自組織の改善への意欲の喚起や，他組織との連携強化の必要性の自覚を生んでいた。

そして，そののち組織の改善の取り組み行っていくことで，「マネジメントスキル」を

獲得していた。 
 「職場組織の改善・変革・新しい部門・組織の立ち上げ」を通しては，新組織を生成

する過程で，さまざまな障害に阻まれ，調整スキルの必要性を認識し，それを意識しつ

つ行動することで，「マネジメントスキル」が高められていた。また，「他分野の専門家

と連携するプロジェクト（協議会・運営委員会等）への参加」を通しては，自組織の役

割とともに自職種の役割の認識や，他組織，他職種との連携強化の必要性の自覚が生ま

れ，「マネジメントスキル」が向上していた。 
 以上のように，救急救命士の連携による学習のプロセスを確認することができる。ま

た，この連携による学習のプロセスには，学習のリソースとなる「連携」，「ギャップ認

識」，「改善点把握」，「修正行動」，学習の成果となる「能力獲得」という，具体的な段

階があることを示すことができる（図 23）。 
 

図 23 連携による学習のプロセス 

 
 
 「部下・後輩の指導」や，「他分野の専門家と連携するプロジェクト」という連携を

行うことによって，まず，自身や自組織，自職種に求められている役割や，能力や意識

の不足といった，現状と必要なレベルとのギャップが認識される。それとともにそうし

た状況を打開していくには何が必要であるのか検討され，自身の学習やコミュニケーシ

ョン，他組織や他職種との連携強化の必要性の自覚といったような，改善点が把握され

る。そして，その自覚にもとづいて，自己学習の継続やメンバーとのコミュニケーショ

ンといった，自身の修正を目指した行動を重ねることによって，能力が獲得されていく

連携 
ギャップ   

認識   
改善点   
把握   

能力獲得 修正行動   
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というプロセスがあることが明らかとなった。連携によって，「ギャップ認識」が起こ

り，「改善点把握」によって必要なものが自覚され，自覚に基づいて，自身が具体的な

「修正行動」を行うことで，能力が獲得されていく。そして獲得された能力によって，

新たな仕事現場においての新たな連携につながっていく。 
 また，こうした連携による学習のプロセスは，Jarvis（1987）の学習プロセスモデル

で示されている，学習へと連結しない場合があることをふまえると，以下の図のように

示すことができる（図 24）。 
 

図 24 連携による学習のプロセスモデル 

 

 
 このプロセスモデルでは，各段階が次の段階に繋がらなければ能力獲得は生まれない

ということを示している。連携があっても，ギャップの認識がなければ能力の獲得は生

まれず，ギャップの認識から改善点の把握につながらなれば能力の獲得はなされない，

改善点の把握がなされたとしても，修正を目指して行動されなくては能力獲得にはつな

がらないということを表している。 
 これまでに示されていた，Kolb による Lewin の経験学習モデル（Kolb, 1984）では，

経験→省察→概念化→実践というプロセスが提示されていたが，本研究では，定性的デ

ータである自由記述およびインタビュー調査を分析することによって，連携による学習

は，連携→ギャップ認識→改善点把握→修正行動というプロセスをたどっていることを

明らかにした。これらは，それぞれ Kolb による経験学習サイクルの各段階と大きく対

応しているが，より具体的に他者との連携という経験に焦点を当て，その能力獲得のプ

ロセスを示している。 
 そして，その「ギャップ認識」は，定性的データを検討して明らかにしてきたように，

他者や他組織，他職種からの作用で生まれると考えられる。そのため，「連携」から「ギ

ャップ認識」の間に，他者，他組織，他職種からの作用を加えている。この視点は，

Cranton による Mezirow の意識変容学習プロセスモデル（Cranton, 1992）において，

「前提の問い直し」の際に「まわりの人」を加えている視点と同様のものとして捉えら

れる。 
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 5.2.2. 仕事現場の類型ごとの連携による学習プロセスの特徴 

 また，連携の対象と範囲からみた仕事現場の類型ごとにその特徴を検討していく。 
 組織内同職種の仕事現場では，同職種同士で，日頃から所属している組織での業務で

あるため，自身の能力不足や，求められている新しい役割などといった自身の問題に焦

点があたり，現状のままでは業務が遂行できないという，現状と必要なレベルとのギャ

ップの認識が生まれている。自身の能力不足からは，自己学習の必要性の自覚を生み，

「救命活動スキル」の獲得に結びつき，求められている役割を認識し，マネージャーと

して行動することで「マネジメントスキル」を獲得している。 
 組織間同職種の仕事現場では，「ギャップ認識」の方向が，自身に向く場合と，自組

織に向く場合とがあることが確認できる。他組織の同職種と自身の比較によって，自身

の能力不足や，変化している役割を認識する場合と，他組織のもつやり方と自組織の持

つやり方を比較し，自組織の現状を認識する場合が見られる。「ギャップ認識」が自身

に向いた場合は，自身の能力不足や意識の低さを認識して，改善点の把握や修正行動に

よって「救命活動スキル」を獲得する。「ギャップ認識」が自組織に向いた場合には，

自組織の現状や，自組織の役割変化を認識して改善点が把握され，行動され，「救命活

動ノンテクニカルスキル」や，「マネジメントスキル」を獲得している。こうした自組

織の改善につながるような「ギャップ認識」や「改善点把握」は，組織内同職種の仕事

現場での連携では生まれないと指摘できる。 
 組織内多職種の仕事現場では，「ギャップ認識」の方向は，主に自身や自職種に向い

ている。医師や看護師といった他職種との比較によって，自身に必要な能力や，他職種

の意識の高さ，自職種に求められている役割などを認識していく。自身に必要な改善点

を把握し，修正すべく行動することによって，「救命活動スキル」や「救命活動ノンテ

クニカルスキル」を獲得している。 
 組織間多職種の仕事現場では，ギャップの認識の方向は，主に自職種や自組織に向い

ている。自組織の役割や不足している事柄を認識し，改善点の把握によって自組織の改

善や多組織との連携の強化の必要性を把握し，修正を目指し行動することによって「マ

ネジメントスキル」を獲得している。 
 以上のように，仕事現場の類型ごとに，獲得される能力が少しずつ異なっている。違

う仕事現場での連携によって異なる「ギャップ認識」が起こり，それに伴い「改善点把

握」や「修正行動」，獲得される能力も異なってくることを示している。それは，「ギャ

ップ認識」が向く方向が，自身や自組織，自職種といったように，連携の対象や範囲に

よって異なるためであると考えられる。 
 そしてその「ギャップ認識」は，他者や他組織，他職種からの作用で生まれる。自身
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と他者との関係で，また，自分たちと他の人たちとの関係で気がつく，連携の対象や範

囲を超えることにより生まれる意識である。 
 
5.3. 小括 
 本章では，RQ2「連携と能力獲得の間には、どのような学習プロセスが存在するのか」

に関して，救急救命士の連携による学習のプロセスを，質的な自由記述とインタビュー

を検討することによって分析した。 
 その結果，連携による学習のプロセスには，学習のリソースとなる「連携」，「ギャッ

プ認識」，「改善点把握」，「修正行動」，学習の成果となる「能力獲得」という，具体的

なプロセスがあることを明らかにした。 
 連携によって，現状と必要なレベルとのギャップが認識され，改善点の把握によって

必要なものが自覚され，自身が具体的に修正を目指して行動を重ねていくことで，能力

が獲得されていく。そして獲得された能力によって，新たな仕事現場において新たな連

携につながっていくというプロセスがあることを示した。 
 また，プロセスでの各段階が，次の段階に繋がらなければ能力獲得は生まれないとい

うことを明らかにした。連携があっても，「ギャップ認識」が起きなければ「能力獲得」

は生まれず，「ギャップ認識」が起こっても，「改善点把握」がなければ「能力獲得」に

はつながらず，「改善点把握」がなされたとしても，「修正行動」がなされなくては「能

力獲得」はなされないということを示した。 
 そして，職種と組織という境界の越え方による 4 つの仕事現場に類型して検討するこ

とで，仕事現場での連携ごとに，さまざまに異なった「ギャップ認識」が起こり，「改

善点把握」や「修正行動」，獲得される能力も異なっていることを明らかにした。それ

は，「ギャップ認識」の意識が向く方向が，自身や自組織，自職種といったように，連

携の対象や範囲によって異なるためであると考えられる。 
 そしてその「ギャップ認識」は，他者や他組織，他職種からの作用で生まれることを

示した。自身と他者との関係で，また，自分たちと他の人たちとの関係で気がつく，連

携の対象や範囲を超えることでないと生まれない認識が，連携によって生まれていると

考えられる。 
 以上のように，RQ2「連携と能力獲得の間には、どのような学習プロセスが存在する

のか」に関して解明した。 
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6. 結論 
 本章では，結論として，第 4 章での定量的データの検討および，第 5 章での定性的デ

ータの検討によって明らかとなった事実を整理し，本研究の理論的・実践的インプリケ

ーションを示すとともに，残された課題と今後の展開を述べる。 
 本研究の目的は，仕事現場における他者との連携による個人の学習プロセスを解明す

ることであった。個人が仕事の現場での他者との連携によってどのように学習している

かについて，救急救命士を対象に，実証的な検討を行ってきた。 
 今日，仕事の現場でのより効果的・効率的な人材育成や，目的達成のための連携の必

要性が高まり，それらを可能とするために，仕事現場における学習のプロセスの解明が

求められている。 
 しかしながら，仕事現場の形態が配慮されず，組織内同職種の仕事現場を対象とした

研究がほとんどであること，連携が学習のリソースとして捉えられておらず，仕事現場

で行われている連携と能力獲得の関係性はほとんど検討されていないこと，また，具体

的な連携の内実の検討が不足していること，そして，仕事現場での学習プロセス全体を

包括するモデルが未構築であること，といったように，仕事現場における学習について

は，断片的な解明しかなされていないという課題があった。 
 とくに，仕事現場における連携と学習のプロセスについては，他組織や他職種との連

携や協働が求められているのに関わらず，ほとんど解明なされてはいない。 
 そのため，本研究では，RQ1「仕事現場においての連携はどのように能力獲得と関係

しているのか」，RQ2「連携と能力獲得の間には、どのような学習プロセスが存在する

のか」の 2 つのリサーチ・クエスチョンを設定し，定量的・定性的データを分析するこ

とによって，いくつかの知見を引き出すことができた。以下では，発見事実を整理して

いく。 
 
6.1. 本研究で発見した事実 
 第 4 章では，RQ1「仕事現場における連携は、どのように能力獲得と関係しているの

か」に関して，定量的データをもとに検討した。 
 まず，救急救命士は，学習の成果としてどのような能力を獲得しているのかを，量的

な質問紙調査から分析した。 
 その結果，救急救命士の能力には，「救命活動ノンテクニカルスキル」と「救命活動

テクニカルスキル」，そして「マネジメントスキル」があることを明らかにし，業務を

遂行する上でのテクニカルスキルとノンテクニカルスキルが明確に別のものとして認

識されるためには，救急救命士自身の熟達が必要であることを示した。 
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 そして，その能力が，どのような連携から獲得されているのか，つまり連携と能力獲

得の関係性について分析した。 
 その結果，連携をリソースとした能力獲得については，救急救命士の 10 年目までの

キャリアにおいては，「部下・後輩の指導」と「他地域の職員との出会いや情報交換」

が，「救急活動スキル」と「マネジメントスキル」を同時に高めていた。一方で，「職場

における対立や衝突」は，「救命活動スキル」の獲得を阻害していた。 
 また，キャリア 11 年目以降においては，「組織の異動」と「医師との関わり」が，「救

命救急ノンテクニカルスキル」を高め，「職場組織の改善・変革や新しい部門組織の立

ち上げ」，「激甚災害との直面」が「マネジメントスキル」を高めていた。また，「他職

種との関わり」が，「救命活動ノンテクニカルスキル」と「マネジメントスキル」の両

方を同時に高めていた。これらは「発達的挑戦」（McCauley et al., 1994）であり，救

急救命士の 11 年目以降の「発達的挑戦」といえる連携は，能力獲得に大きな関係性を

もっていることを示した。 
 また，連携をリソースとして能力が獲得される仕事現場は，キャリアの進展に応じて，

組織内同職種→組織間同職種→組織内多職種→組織間多職種と拡大していく傾向があ

ることを示した。以上の発見事実を整理して図示したのが表 15 である。 
 

表 15 救急救命士の連携と能力獲得の関係性と連携の拡大 

 
（注）表内の矢印は，キャリアの進展に伴う能力獲得を生む連携の範囲・対象の拡大を意味している 

 
 しかし，ここで注意しておくべきは，この能力獲得を生む連携の範囲・対象の拡大の

経過は，本研究の段階では一般化できるものではないということである。確かに組織内

同職種の仕事現場での業務からキャリアが開始されることが多いホワイトカラーとい

った職種では，この救急救命士と同様の経過を見せることが考えられる。しかし救急救

通常属する組織   通常属していない組織   

同職種   

組織内同職種   
◯部下・後輩の指導：10年目まで   
→救命活動スキル，マネジメントスキル   

◯職場における対立や衝突：10年目まで   
→救命活動スキル（阻害要因）   

組織間同職種   
◯他地域の職員との出会い・情報交換：10年目まで   

→救命活動スキル，マネジメントスキル   
◯組織の異動：11年目以降   
→救命活動ノンテクニカルスキル   

他職種   

組織内多職種   
◯医師との関わり：11年目以降   
→救命活動ノンテクニカルスキル   

   

組織間多職種   
◯他分野の専門家と連携するプロジェクト（協議
会・運営委員会等）への参加：両キャリア段階      

◯激甚災害との直面：11年目以降   
◯職場組織の改善・変革，新しい部門・組織の立ち

上げ：11年目以降   

→マネジメントスキル   

◯他職種との関わり：11年目以降→救命活動ノンテクニカルスキル，マネジメントスキル   

連携対象   

連携範囲   
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命士以外の医療専門職においては，別の経過を見せることも想定される。例えば多くの

医師や薬剤師，診療放射線技師は，同職種が仕事現場に少なく，他職種と連携する組織

内多職種の仕事現場で業務を行うため，キャリア初期から組織内多職種での連携によっ

て能力獲得がもたらされることも想定される。そのため，その職種ごとのキャリアの進

展にともなう能力獲得を生む連携の範囲・対象が，職種ごとにどのような広がりの特徴

をもつのかについての解明は，今後の研究の蓄積が求められる。 
 第 5 章では，RQ2「連携と能力獲得の間には、どのような学習プロセスが存在するの

か」に関して，自由記述調査およびインタビュー調査という，定性的データをもとに検

討した。 
 その結果，連携による学習のプロセスには，学習のリソースとなる「連携」，「ギャッ

プ認識」，「改善点把握」，「修正行動」，学習の成果となる「能力獲得」という，具体的

な段階があることを明らかにした。 
 連携によって，「ギャップ認識」が起こり，「改善点把握」によって必要なものが自覚

され，自身が具体的な「修正行動」を行うことで，「能力獲得」がなされていく。そし

て獲得された能力によって，新たな仕事現場において，新たな連携につながっていくと

いうプロセスがあることを示した。このことは，第 4 章で示した，連携をリソースとし

て能力が獲得される仕事現場は，キャリアの進展に応じて，組織内同職種→組織間同職

種→組織内多職種→組織間多職種と拡大していくこととも符合する。 
 また，プロセスでの各段階が次の段階に繋がらなければ能力獲得は生まれないという

ことを明らかにした。連携があっても，「ギャップ認識」がなければ「能力獲得」は生

まれず，「ギャップ認識」が起こっても，「改善点把握」がなければ「能力獲得」にはつ

ながらない，「改善点把握」がなされても，「修正行動」されなくては「能力獲得」はな

されないということを示した。 
 そして，職種と組織という境界の越え方によって，組織内同職種，組織間同職種，組

織内多職種，組織間多職種の 4 つの仕事現場に類型して検討したことで，それぞれの仕

事現場での連携ごとに，さまざまな「ギャップ認識」が起こり，「改善点把握」や「修

正行動」，獲得される能力も異なっていることを明らかにした。 
 さらに，そのギャップ認識は，連携の対象や範囲によって異なり，他者や他組織，他

職種からの作用で生まれることを示した。自身と他者との関係で，また，自分たちと他

の人たちとの関係で気がつく，連携の対象や範囲を超えることでないと生まれない認識

が，連携によって生まれていると考えられることを示した。 
 以上の発見事実を整理して図示したのが図 25 である。 
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図 25 連携による学習のサイクル 

 
  
 連携 1によって，他者，他組織，他職種からの作用が生まれ，ギャップ認識 1が起こ

る。その後，改善点把握，修正行動を経て能力獲得 1が達成され，新たな連携 2につな

がる。連携 2 においても他者，他組織，他職種からの作用で，ギャップ認識 2，改善点

把握 2，修正行動 2，能力獲得 2がもたらされ，連携 3に接続される。その後もスパイラ

ル状に継続し，能力は向上していく。プロセスの途中で留まった場合，マネジメントス

キルやノンテクニカルスキルを含んだ能力は獲得されず，新たな連携につながることは

ない。 
 この連携による学習のサイクルを，本研究の対象である救急救命士に置き換え，あら

ためて確認すると，図で示される連携 1から始まるプロセスは，組織内同職種連携の仕

事現場での連携による学習として捉えることができる。一様に他者，他組織，他職種か

らの働きかけがあるが，キャリア初期での本人のレディネスでは，通常属する組織での

同職種である他者からのみギャップ認識が起こる作用が得られると考えられる。他者か

らの作用でギャップ認識を起こし，各段階を経て能力獲得し，組織間同職種連携である

連携 2 につながる。組織間同職種連携の段階では，他組織からの作用で，また，連携 3

と捉えられる組織内多職種連携では，他職種からの作用で，そしてさらに組織間多職種

連携では，他組織および他職種からの作用でギャップ認識を起こし，改善点把握，修正

行動，能力獲得へと到達していくというプロセスを描くことができる。 
 以上のように，連携することで，本人のレディネスにそって，他者，他組織，他職種

からの作用がもたらされ，現状の能力や役割とのギャップが認識される。そのギャップ

を埋めるための改善点を把握し，修正すべく行動することによって能力獲得がなされる。

獲得した能力によって，また新しい連携が生まれ，新たにサイクルを繰り返し，能力は

高められていく，こうした連携による学習のプロセスモデルを提案することができた。 
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6.2. 理論的インプリケーション 
 本研究では，以上の発見事実があった。以下では，こうした発見事実の理論的インプ

リケーションを示したい。 
 第 1 に，従来の研究ではほとんど取り組まれていなかった，連携を学習のリソースと

して捉え，仕事現場での連携と能力獲得の関係性を実証的に明らかにしたことである。  

これは，McCauley et al.（1994）が言う「発達的挑戦」の「境界を越えて働く経験」

が能力獲得を生むという指摘を実証したものだと言える。 
 他の組織や他の専門職との連携は，業務を円滑におこなうために求められているが，

本研究は，業務の効率化や安全確保のみでなく，自身の能力獲得を促していることを実

証した。 
 第 2 に水平的学習のメカニズムを明らかにしたことである。先行研究のレビューで確

認した通り，水平的学習の実証研究はほとんどなされておらず，また，従来の研究では，

仕事現場の形態も配慮されず検討されていたが，本研究では，仕事現場を，連携対象と

範囲から，組織内同職種，組織間同職種，組織内多職種，組織間多職種の 4 つに類型し

検討した。そのことによって，一言に水平的学習といっても，それぞれの仕事現場での

連携ごとに，さまざまな「ギャップ認識」が起こり，「改善点把握」や「修正行動」，獲

得される能力も異なっていることを明らかにした。そして，連携をリソースとして能力

が獲得される仕事現場は，キャリアの進展に応じて，組織内同職種→組織間同職種→組

織内多職種→組織間多職種と拡大していく傾向があることを示すことができた。 
 これは，Engeström（1997）が，閉ざされた領域での体系的な専門知識を習得して

いく垂直的な次元の学習のみでは不十分であり，部門を越え，組織を越えて協働し，問

題を解決するための，水平的な次元の学習が必要であると指摘したことに対する実証で

ある。また，Edmondson（2012）も，境界を超えてチーミングの障害を克服すること

で，個人には貴重な学びがもたらされると指摘し，あらゆる種類の境界を超えてチーミ

ングを行うことにより，チームメンバーは，他分野の知識を増やし，他地域の組織にい

る仲間との間にネットワークを広げ，境界をつなぐスキルを高めることができる可能性

があると述べているが，本研究は，この点を実証的に検証したと言える。 
 第 3 に，仕事現場の形態による分析が重要であることを示したことである。第 2 の理

論的インプリケーションとも重なるが，仕事現場を連携対象と範囲で類型し検討するこ

とで，それぞれで異なる学習が起こっていることを明らかにしている。このことは，今

後，職場や仕事の現場での学習を検討する際での，仕事現場の形態への配慮という重要

な視点を提供しており，理論的貢献となっていると言える。 
 第 4 に，連携による学習プロセスモデルを提案したことである（図 25）。Kolb によ



仕事現場における連携と学習 
: 救急救命士を対象とした実証研究 

 101

る Lewin の経験学習モデル（Kolb, 1984）では，経験→省察→概念化→実践というプ

ロセスが提示されていた。本研究では，定性的データである自由記述およびインタビュ

ー調査を分析することによって，連携による学習は，連携→ギャップ認識→改善点把握

→修正行動というプロセスをたどっていることを明らかにした。これらは，それぞれ

Kolb による経験学習サイクルの各段階と大きく対応しているが，より具体的に他者と

の連携という経験に焦点を当て，その能力獲得のプロセスを示している。 
 そして，その「ギャップ認識」は，定性的データを検討して明らかにしてきたように，

他者や他組織，他職種からの作用で生まれると考えられる。そのため，連携から「ギャ

ップ認識」の間に，他者，他組織，他職種からの作用を加えている。この視点は，Cranton
による Mezirow の意識変容学習プロセスモデル（Cranton, 1992）において，「前提の

問い直し」の際に「まわりの人」を加えている視点と同様のものとして捉えることがで

きる。 
 また，Jarvis（1987）の学習プロセスモデルで示されている，学習へと連結しない場

合があることや，Kolb（1984）による Dewey の経験学習サイクルモデルでの能力を高

めていくスパイラルの発想を加えている。 
 以上それぞれの経験学習のプロセスモデルを踏まえ，これまで捉えられていない連携

という要素によって検討し発展させていることが，本研究の最も大きな理論的意義であ

ると言える。 
 
6.3. 実践的インプリケーション 
 つづいて，本研究での発見事実から考えられる実践的インプリケーションを示したい。 
 発見事実でも示されている通り，連携を学習のリソースとして捉え，自身やマネージ

ャーが行動することである。 
 まず第 1 に，キャリアの浅い段階から，少しずつ意識的に，他者や他組織，他職種と

連携して業務を行うことや，連携する機会を用意することが重要であると言えるだろう。 
 ただし，あまりに本人のレディネスが不足している場合は，連携してもギャップ認識

や改善点把握や修正行動が行われず，能力獲得には結びつかないため，能力についての

ある程度の見極めは必要である。研究の発見事実からは，キャリア初期では，同職種の

仕事現場での連携を中心に能力が獲得され，ある程度のキャリアを重ねてから，他職種

との連携によって学ぶことができることが示されていた。また，キャリア初期では，組

織内同職種の仕事現場での連携である，「職場における対立や衝突」が能力の獲得を妨

げとなっていた。そのため，とくに，キャリア初期には，組織内同職種の仕事現場で連

携して働くことが最も重視されるべきではある。しかし一方で，キャリア初期であって
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も，組織間多職種プロジェクトが能力獲得を促していた。少しずつ，他者，他組織，他

職種と連携して，自身の前提を問い直すことを重ねることが成長には必要であると考え

られる。自身で気づき，考え，行動するという習慣をつけることは，自身と組織の成長

には必要なことであろう。 
 第 2 に，連携という，経験とは少し特徴の異なる学習のリソースによって，人材を育

成することに視点を向けることの重要性を指摘することができる。 
 第 4 章の定量分析では，「業務における成功，うまくできた経験」，「業務における失

敗，うまくいかなかった経験」は，能力獲得には関係性を持っておらず，経験といって

も，「他地域の職員との出会い」「医師との関わり」「他職種との関わり」といったよう

な連携の経験によって学んでいることを示していた。 
 業務における成功・失敗は，ギャップ認識や改善点把握，修正行動を生み，能力の獲

得に結びつきそうであるが，救急救命士を対象にした本研究ではそのような結果を示さ

なかった。これはおそらく，救急救命士の業務が，生と死に直接関わることがあるため

ではないかと考えられる。とくに救急救命士にとっての業務における失敗は死に直結し，

どのようにキャリアを積んでも自身のレディネスを大きく超え，発達的挑戦とは言えな

い経験であるのかもしれない。そのことを示す発言が，以下のように自由記述でも確認

することができた。 
 

104 部下を信用するのも大切であるが，技術等で信用できない状況であれば，事

故防止のため自分でも確認する等，一人でまかせない。気付かずに起こした事故に

比べ，まかせられて起こした事故は部下の傷が大きくなる。 

 
 ここからは，自身の失敗という，大きな揺さぶりが起こるようなものでなく，連携し

て少しずつ自分で気づいていく，気づかせるということが重要であるということを示し

ているだろう。能力獲得には，発見事実が示す通り，ギャップ認識，改善点把握，修正

行動が求められるが，ギャップ認識が起こらないレベルの重大な失敗は，一度でその人

自身のモチベーションを破壊しかねない。連携のなかで少しずつ前提を問い直せるよう，

連携することによって業務を遂行する，遂行させるのがよいと指摘できる。 
 以上のように，連携によって学習できるという意識を持ち，自身の能力を磨きながら

少しずつ連携を重ねていく，重ねさせること，および，連携という，大きな失敗に比べ

そこまで大きな揺さぶりとならない学習のリソースを活用して，自身の能力を育成して

いく，させていくことが重要であるということを，実践的なインプリケーションとして

示すことができる。 
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6.4. 本研究の限界と今後の課題 
 最後に，本研究における限界と今後の課題について述べたい。 
 第 1 に，専門職の能力獲得をテーマとしているのに関わらず，信念形成プロセスを検

討できていない点である。専門職である以上，獲得された能力に，知識やスキルととも

に，信念やプロフェッショナリズムが含まれないはずがないが，本研究では，「医師と

の関わり」や「他職種との関わり」から一部指摘できる点もあるが，焦点を当てること

ができていない。専門職としての信念形成を生むプロセスも含んだ学習の検討は，今後

の課題としたい。 
 第 2 に，先行研究をレビューした際に，残されている課題として，具体的な連携の内

実の検討が不足していることと指摘したが，本研究においても十分に検討できていない。

「部下・後輩の指導」という連携にも，声がけや，あとおし，フォロー，といったよう

な，さらに具体的な連携の内実が考えられる。この具体的な連携の内実が解明されるこ

とによって，連携による学習のプロセスが途中で途切れてしまわず，能力獲得までつな

げていくための，より具体的な支援の方法が検討できるようになる。今後はインタビュ

ー調査を重ねることや，業務の様子をシャドウイングすることで，より具体的な連携の

内実と能力獲得の道筋を検討していきたい。 
 第 3 に，本研究では，専門職連携教育を受けず現場でキャリアを積んだベテラン救急

救命士を対象とした。そのため，救急救命士全体の学習プロセスとはなっていない。今

後は，早期からの専門職連携教育によって育成された救急救命士も含め検討を加えてい

きたい。彼らはキャリアの初期段階から他職種と連携して学習をしているかもしれない。 
 第 4 に，他の職種でも検討をすすめていく必要がある。多様な仕事現場を持つという

ことで救命士に注目したことは先駆的であり大きな意味をもつが，今後も他の職種を対

象に，比較しつつ研究を続けていく必要がある。 
 第 5 に，分析データに限界があることである。本研究の調査は，回顧的手法によって

データを収集しているため，程度の差はあっても想起バイアスがかかっているという疑

いは否定できない。さらに記述式であるため，内容が凝縮されすぎているという疑いも

ある。連携を分析する限り回顧データに頼らざるを得ないが，今後は時系列的にデータ

を収集するなど，より想起バイアスがかかりにくい工夫をする必要がある。また，本研

究では，重回帰分析で得られた連携と能力獲得の関係性を，定性的分析によってそのプ

ロセスを検討することができたが，これは第 4 章と第 5 章での分析データがほぼ同じ対

象者であるため可能となっている。研究の限界の第 2，3，4 とも関連するが，今後，

研究の方法や対象を広げていくことで，より詳細に検討していきたい。 
 最後に，本研究は，連携と学習のつながりについて分析したが，あくまでも特定の連
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携から特定の能力が獲得されやすいことや，その経路には，ギャップ認識，改善点の把

握，修正行動と示されうるものがあるということを明らかにしたにすぎない。先行研究

での課題として指摘した，仕事現場での学習プロセス全体を包括するモデルが未構築で

あるということには変わりはない。今後は，以上のような課題に取り組むことで，連携

による学習をより明確にしていきたい。 
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